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群馬県産の軟骨魚類化石についての一総括

高栞祐司

群馬県立自然史博物館

』
日要

群馬県産軟骨魚類化石について現在までの産出状況ならびに研究について総括を行い，今後

の調査・研究のための指針とした．

1998年までに文献上で県内から報告された板鯉類化石は9属のみであった． それら以外は未

報告であるが，今回の調査では，県内から合計して8目13科16属19種の軟骨魚類化石が産出し

ていることが明らかとなった．

特に新第三系の富岡層群は3種の歯群化石が産出していることや，深海性板鋸類多産地層が

存在することで重要である． よって，群馬県は軟骨魚類化石を研究する上で世界的にも重要な

フィールドといえる．
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状況の変化の一端といえる．

本論では群馬県産軟骨魚類化石のうち，本論では群馬県産軟骨魚類化石のうち，
はじめに

すでに報告され

ている標本と筆者が観察した標本の現在の状況を総括し，

今後の収集･研究活動を実施していく上での一助としたい．

なお，本稿は1998年11月29日に開催された化石研究会第

111回例会のシンポジウム｢第2回サメの歯化石シンポジウ

ム」での筆者の講演内容に加筆・修正したものである．

本州中央部に位置する群馬県には古生界から新生界にい

たる様々な時代の地層が分布しており，多様な化石の産出

が報告されている．それらの中には少数の軟骨魚類化石も

含まれている．

群馬県産の軟骨魚類化石は, 1900年に佐川栄次郎が勢多

郡東村花輪の古生界からの化石を報告してから約100年が

経過しているが, 1998年12月までに論文や学会発表で報告

された種類は9属にすぎなかった．

しかし近年， この状況が変化し，県内の地層には様々な

軟骨魚類化石がかなり豊富に含まれていることが明らかと

なってきた．

1993年，群馬県教育委員会に自然史博物館建設準備室が

設置された．様々な方々の協力により展示準備のための資

料調査を行った結果，未知の軟骨魚類化石が多数確認され

た．

さらに1995年，群馬県立自然科学資料館（当時） と自然

史博物館建設準備室によって共同発掘されたハクジラ類化

石に共産したツノザメ科などの軟骨魚類化石は，群馬県産

軟骨魚類化石の多様性を示した． これらの事実はそうした

群馬県産軟骨魚類化石の研究史

表1には論文・学会発表で公表された群馬県産軟骨魚類

化石を示した．佐川（1900）による報告以来，群馬県産軟

骨魚類化石について触れられているものは11編あり, 9iZ

が報告されている．

第二次世界大戦以前には3編の報告があった．佐川

(1900)は勢多郡東村花輪の古生界から産出した化石を

Hを/な""D"6Essp"“ﾉiKARPINSKYとして報告し，後に

Yabe(1903)がその産出層準の層序や岩相について言及し

た．YabeandObata(1930)は日本産白亜紀魚類化石の報

告の中で，群馬県産のHy60(fzfs6""zzfsEGERTONを報

告した．
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表1 公表されている群馬県産軟骨魚類化石※はReview論文．

出版年 文献名 報告された種類 備考

佐川,1900

Yabe,H.1903

Yabe,H.andObta,T.,1930

星野,1952

PattersOn,Cl966

後藤1972

後藤・小林・大沢,1978
後藤・小林・大沢,1983
Goto,M1994

l900

1903

1930

1952

1966

1972

1978

1983

1994

〃ど"cQpwo"6"""DwjKARPINSKY

"2"c""o"6"""owIKARPINSKY

的6o“”“α""sEGERTON

C"c〃α""SC況やjcm"

?$wecJzo"ssp(=fModiJsI)qsα""s)

Hど"cQp"o"6"""owiKARPINSKY

なz""zJssp.

Cq"/zqmdb〃腕egaﾉo蜘灯AGASSIZ

HE"cqp"o"6"""owiKARPINSKY

JMo"s6"α""sEGERTON

た"rzJssp.

C"c""ociO〃〃zegqjodb"AGASSIZ

CE"〃“のﾉ碗""sSp.

Sb""""sp.

Hcxa"c/zzJssp.

Dα姫"qssp.

１

１

７

』

３

２

１

４

５

１

１

４

５

６

７

８

９

※
※ 星野(1952)は含まれない

※

※

星野(1952)は含まれない

星野(1952)は含まれない1994 YabumotoandUyenO,1994

高桑他,19981998

表2－般書に紹介された群馬県産軟骨魚類化石

出版年 書籍名 内容 備考

日本化石図譜

原色化石図鑑

新版古生物学Ⅲ

群馬のおいたちをたずねて上巻

群馬のおいたちをたずねて下巻

1964

1966

1975

1977

1977

月2"co""o〃について

""e"cqp"o〃について

H歌c叩〃0灯について

〃蛾c""0〃について

吉井層産のサメの歯化石

富岡層群産サメの歯化石

富岡層群産サメの歯化石

jﾂ膠"c""o〃について

"e"c""o脚について
"y60"sについて

富岡層群産サメの歯化石

富岡層群産“Fc方arD”〃腕egqjodb"
Bを"cOp"o〃について

福島層・吉井層産サメの歯化石

松井田町産C〃c力α”曲〃腕e9αﾉodり〃

鹿間,1964

益富・浜田,1966

上野,1975

木崎他1977a
木崎他,1977b

日本標準化石図譜

日曜の地学5－群馬の地質をめぐって

1977

1978

森下,1977

野村（編著) ,1978

大地のあゆみ1982 大地のあゆみ編集委員会

,1982

特別展・イグアノドン展図録1985 上野他,1985

戦後ではまず星野(1952)は富岡層群内に見られる礁上

堆積物を古蛇崩礁と命名，そこからの産出化石の一つとし

て，サメの歯化石Ca"℃〃α"kzsc2zSp/dtz舷をリストに挙げた．

Patterson(1966)はイギリスの白亜紀前期のサメに関す

る論文の中で,YabeandObata(1930)がH)!60""s6"""zfs

としたものを？Sv"“〃0鉤fssP.として扱った．

後藤(1972)は国内の軟骨魚類化石の産地をまとめた中

でHを"cOp"o"の産地をリストアップしているが，星野

（1952）の産地は含まれていない．

後藤・小林・大沢(1978)は，富岡層群小野層(=現在

の原市層に相当）からの恥"γ"ssp･の歯群化石を報告した．

また， 1983年には富岡層群吉井層(＝現在の原市層に相当）

からQzJ'c〃αγり蜘邦ﾅ"ggzz/0dO〃の歯群化石が報告された(後

藤・小林・大沢， 1983)．

1994年，京都で開催された第29回万国地質学会議におい

て後藤仁敏，薮本美孝，上野輝彌らが日本産魚類化石の概

要について口頭発表を行い，後にその内容が出版された．

この一連の研究ではGoto(1994)が古生界と下部中生界，

YabumotoandUyeno (1994)は上部中生界と新生界の日

本産魚類化石を総括した．群馬県産軟骨魚類化石に関する

内容としては後藤(1972)の後に報告された,後藤他(1978),

後藤他（1983）の2標本が加わっただけであった． そして

最も新しい報告は高乗他(1998)である．富岡層群の下部

から，現在では深海性を示す4属の軟骨魚類の化石を報告

した．

一方，地元では板鯛類化石の存在は古くから知られてお

り，普及害では数回紹介されてきた． その概要について表

2に示しておく．
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て報告された.産地は多野郡神ヶ原近郊(現在の中里村神ヶ

原） とされている．詳細な産地は明らかでないが，記載に

は"IshidoGroup''がその産出層準とされているので，現

在の知見では石堂層であると考えられる． この標本は東北

帝国大学収蔵標本とされており,No35477の標本番号が与え

られた．しかし，筆者はこの標本の現況を確認していない．

またPatterson(1966)はこの標本を， ？Sy邦鉦加dzMssp.と

した．

その後，山中地溝帯から産出した軟骨魚類化石に関する

報告は無いが，近年，化石採集熱が高まり，石堂層，瀬林

層の2層から県内外の化石収集家が軟骨魚類化石を採集し

ている． それらの内数点（一部はキャスト）は，採集者諸

氏のご厚意により，群馬県立自然史博物館に寄贈された．

その中にはSc"α"0γﾉ""c"〃ssp.が含まれている．

古生代の軟骨魚類化石

群馬県に分布する主な古生界は秩父帯ならびに足尾帯中

に点在する石炭～ペルム系の石灰岩オリストリスである．

そのうち軟骨魚類化石は足尾帯中の石灰岩オリストリスか

ら知られている．

佐川(1900)は勢多郡東村花輪から発見された古生代軟

骨魚類化石について， ロシア産の種に似るとしてHｾ"“‐

'"0"69ssO"0"jとして報告した．化石は3点産出し，東京

帝国大学と足尾銅山,地質調査所に保管されたとしている．

またYabe(1903)はこの標本の含まれていた石灰岩の共産

化石，層序と岩相について報告した． この化石は1980年代

前半まで,脊椎動物化石としては日本最古のものであった．

現在，標本は3点のうち1点だけが東京大学総合研究博物

館に収蔵されている (ZMUT-PV-7477).

この標本以降，数十年に渡って，群馬県内からは古生代

軟骨魚類化石の産出は知られていなかった． 1997年12月，

群馬県立自然史博物館が実施した地元産化石を中心とした

企画展「見てみませんか，私が掘り出した自然の宝もの

（1998年3月～5月開催)｣のための展示資料調査で，岡部

勇氏が桐生市梅田産の歯化石を所有していることが明らか

となった． その時代は三葉虫，腕足類などの共産化石から

ペルム紀である．

この標本は舌側面しか観察することができないが， その

形態は後藤ほか（1996）が報告したα"0"ssp.に類似し

ている．大きさは後藤ほか（1996）のものよりやや小さい．

主咬頭の基部には隆起線が縦に走り，尖頭は左，すなわち

遠心に緩やかに曲がる．側咬頭の存在は確認できない．歯

根は舌側方向に膨出している．

こうした特徴ならびに産出年代などから， この歯化石は

暫定的に， “αα"odzzJsp.であるとした． これは群馬県下

から発見された2番目の古生代軟骨魚類化石となる．

新生代の板鰕類化石

群馬県内の新生界の中でも最も発達し，かつ層序につい

て盛んに議論されているのが県南西部に分布する富岡層群

（中部中新統）である．大石・高橋（1990）は富岡層群を

下位から7つの層準に区分した．軟骨魚類化石は，小幡層，

井戸沢層，原田篠層，庭谷層，原市層，板鼻層の6層準か

ら報告あるいは確認している．

軟骨魚類化石包含層の中で最も下位に位置するのが小幡

層である．星野（1952）の報告した化石はCaγc"αγms

c"Spi"〃とされている．現在この標本の所在は明らかでな

いが，本論ではこのままの分類を用いることにする．

小幡層の上位に整合で重なるのが井戸沢層である. 1995

年，富岡市内・鏑川河床でのハクジラ類化石の発掘を行っ

た際，ハクジラ類の骨格のそばからC2"〃OSCy”""S Sp.，

Sow"joszIssp.,HEm"c/jzfssp.など深海性と考えられる軟

骨魚類の歯化石が産出した(高栞他， 1998)．後にその近く

の露頭からOdo"雌SpjSsp.,Dα如加Ssp・の2種が高山義孝

氏らによって採集された． これらのうちCe〃〃0s妙沈泥況s

sp.,Sowwios"ssp・の2種は愛知県の下部～中部中新統，

師崎層群産のもの（西本・氏原， 1979） に次ぐ世界でも2

例目の報告となった．

その後，清水勝氏，石原克彦氏らによって碓井川河床か

ら数百本に達する微小な“深海性”軟骨魚類の化石が採集

された．発見当初， この層準は井戸沢層だとしていたが，

その後の層相の検討などの結果，現時点では井戸沢層の上

位の原田篠層であると考えている．

これらの原田篠層産軟骨魚類化石にはツノザメ類の複数

種に属すると考えられる歯化石や楯鱗化石が含まれる．井

戸沢層と同じCg""oscy籾刀況ssp.,Sow"/oszzssp.の2属と

考えられる種類も含まれるが，本層のものは井土沢層産の

ものに比べて大きさが小さい．世界的にもこれだけ大量の

深海性軟骨魚類化石が産出した例は珍しい．

中生代の軟骨魚類化石

県内に分布する中生界のうち,大型化石は奥利根層群(三

畳系)，岩室層(下部ジュラ系)，戸倉沢居(上部ジュラ～下

部白亜系)，山中地溝帯（下部白亜系)，叶屋層（下部～上

部白亜系）等から報告されている． それらのうち，軟骨魚

類化石は山中地溝帯から産出している．

山中地溝帯は秩父盆地の北西縁から群馬県南西部を経て

長野県佐久に至る関東山地に狭長に分布している．

Matsukawa(1983)は山中地溝帯を4つの層に分け，下

位から白井層（オーテリピアン)，石堂層（バレミアン)，

瀬林層（アプティアン)，三山層（アルピアンーセノマニア

ン）の4層に分けた．

Yabe(1930)が報告した本邦白亜系産魚類化石の標本の

一つが群馬県産である． この標本は必ﾉ加d"s6""""sとし
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原田篠層の上位の庭谷層からは遊離したC2""os即加~

邦況ssp.,Dα〃"αSsp.が産出した（高栞他, 1998). また須

藤豊氏,高山義孝氏らによって鏑川流域から？〃"s況陀"γ"α

sp., lS〃γ"sp敗れ"s (AGASSIZ)が採集されている．森平

利政氏は鏑川流域の別地点からQz7'c〃α"dowwagIz/odo"

を採集している． この標本は先述の「大地のあゆみ」の表

紙に用いられ，かつて群馬県立自然科学資料館に展示され

ていたこともある．

原市層は富岡層群の中でも脊椎動物化石の産出が最も多

い．別項で詳述するRz""""s6g"2咋刀jLeHan(後藤他，

1978ではIS"γ"ssp.とされたが，後藤仁敏氏の私信により

本種に変更する),Ca沌〃αγo伽〃郷ggrz/0"0"(後藤他, 1983)

の2種の歯群化石も本層にあたる．

原市層産のC・加ggrz/0"0〃の遊離歯は,安中市,松井田町

などから産出している．安中市産の標本の多くは中島一氏

の採集によるものである．松井田町産の標本はNSM-PV-

5432として国立科学博物館に収蔵されている （上野他，

1985)．

さらに原市層からは軟骨魚類の頭部以外の化石の興味深

い標本も発見されている．安中市からは直径10cmに達する

巨大な板鯛類の椎体1点が見つかっている． この標本は関

節面の部分しか保存されていないが， その大きさや原市層

から産出する軟骨魚類歯化石などから判断して,Qz7'c"αγ‐

0‘O泥加agrz/odo〃である可能性が高いと考えている．

さらに同地域からはそれよりも小型の軟骨魚類の脊椎化

石も数点見つかっている． その中のl標本はその産状から

一個体分と考えられる． この標本には確認されただけで65

点の脊椎が保存されている．やや擾乱されているが，脊椎

がほぼ直線上に並んでいる．

また最近,鏑川流域の原市層からJS"γ"s〃as如姑(AGAS-

SIZ)を主体とした軟骨魚類化石群が見つかった．化石群に

はエルas虹/応のほか，た"畑sp〃""s,P""jo"s62"g娩秘

O伽兜如”た？ sp.， Ca沈〃αγ加況ssp.,Dα/α"ssp. Ca流〃αγ‐

0"0""ggrz/0"0"などが含まれる． この化石群はた〃γ"s属

とO"0""Sp慮属の2属がきわめて優勢で,その組成は埼玉

県比企丘陵に分布する中部中新統の都幾川層群神戸礫岩層

の軟骨魚類化石群集の組成（糸魚川ほか， 1985 ；葛袋地学

研究会, 1988) とやや似ている．

富岡層群の最上位に位置する板鼻層は， その下部と上部

で堆積環境が著しく異なる．本層下部は漸深海帯の堆積物

と考えられ， その中には浅海からの流れ込みと考えられる

粗粒堆積物が挟在している．粗粒堆積物にはシェルベッド

が多数存在し，軟骨魚類化石の大部分がそうした部分から

産出している．

碓井川流域からcαγc〃α”α0〃抑agzz/0"0", 2晦況γ"s

'〃"〃s,Ca沈〃〃'加況SSp.,P7jS""加γ"SSp.などの歯化石，

吻疎が産出している.C."agrzjodo"は故布施仲男氏が採集

した標本（布施雪枝氏標本）の他，安中市郷土館に1点収

蔵されている．

富岡層群以外の新第三系からの軟骨魚類化石は確認して

いない． また，第四系については淡水成あるいは汽水成の

堆積物だけであり，板鯛類化石は知られていない．

歯群化石について

後藤他（1978）が報告した歯群化石は，現在では前述の

とおりP""""s62"ede"i.のものと考えられる． この標

本は群馬県立博物館に収蔵後，群馬県立歴史博物館に移管

され，現在では群馬県立自然史博物館に収蔵されている．

極めて硬いノジュール中に保存されており， クリーニング

作業は完了していない．後藤他（1978）はノジュール中に

は少なくとも44本の歯化石を確認し，上"γ"s属の系統関係

を知る上で重要な標本であるとした．現在，属は変わった

がその重要性は変わらない． また， この標本には楯鱗の密

集部がみられる．一般に共産しにくい歯化石と楯鱗化石と

の関係を検討する上でも重要な標本である．

この他，吉井町から血況γ"s坤邦"sと考えられる歯群化

石が見つかっている． これは清水恵三郎氏が採集・所蔵し

ているもので,クジラ類の骨格化石と共産したものである．

Qz7'c〃α”伽〃”agrz/0"0〃の歯群化石では，後藤他(1983)

はブロック中に27ないしは30本のC. "za9上z/odo"の歯化石

を確認している． しかし，標本の所在が明らかでない．

日本での板鋸類の化石歯群は，すでに報告された群馬県

産の2例を含めても5標本(上野他1989 ；上野他， 1990；

野村他, 1991) しかない． またそれらを元に歯列が復元さ

れたものは国内では上野他（1989） と上野他（1990）の2

例のみである．国外でも同一個体の化石歯群に基づく歯列

解析は極めて少ない（後藤1989)．

群馬県産の歯群化石はその産状からいずれも同一個体に

由来するものである可能性が極めて高く，重要な標本とい

える．

ま と め

現時点までに群馬県内からの産出を確認した軟骨魚類化

石を表3ならびに表4に示した．

表3では分類群ごとに示した．今のところ群馬県からは

8目13科16属19種の軟骨魚類化石が見つかっている．今後

の調査・研究によって特に種レベルの数は増加する傾向に

あると考えられる．

次に表4に産出層準の年代ごとに示した．群馬県からは

古生代・中生代・新生代といった顕生代を構成する全ての

代から軟骨魚類化石が産出している． 日本国内で同じ様な

産出状況を示すのは岐阜県，宮城県などごく僅かな都道府

県に限られている． このことから，群馬県は日本でも有数

の軟骨魚類化石産地といえる．



群馬県産の軟骨魚類化石についての一総括 1l

表3 群馬県産軟骨魚類化石'ﾉスト （分類群別）

’ AgeOrder Family Genus Species

エウゲネオダス目

Eugeneodontiformes

アガシゾドゥス科

Agassizodontidae

ヘリコプリオン属

〃e"bop/わ〃 〃e"bOp/わ〃besso"oしW Permian

ヒボドゥス属

ﾉﾎ/bo血s

"クラドドウス"属
"C"""s"

ヒボドゥス科

Hybodontidae

クテナカンタス科
Ctenacanthidae

クテナカンタス目
Ctenacanthiformes /"bo故/sbasa"us

"Cわぬ"ﾉS"Sp.

Cretaceous

Permian

力グラザメ属

/たxa"c/7"s

カグラザメ科
Hexanchidae

カグラザメ目
Hexanchiformes "exa"c/7【ﾉssp Tertiary,Miocene

ツノザメ目

Squal iformes

ツノザメ科

Squal idae

ユメザメ属

Ce〃か℃scym"as

ヨロイザメ属
Da"tbs

オンデンザメ属
So"7"ms"s

ｐＳＳ“
″

ｐ

７

Ｓ

”

叩

娠

Ｃｓ

ｓ

Ｓ

ｍ

婚

・

恥

ｔ

″

店

ｍ

ｅ

ａ

ｏ

Ｃ

Ｄ

Ｓ

ｅ

ｅ

ｅ

ｎ

ｎ

ｎ

ｅ

ｅ

ｅ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｏ

○

○

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

ａ

ａ

ａ

ｔ

ｔ

ｔ

ｒ

ｒ

ｒ

ｅ

ｅ

ｅ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

ノコギリザメ属

〃たt/bp/7orzﾉs

ノコギリザメ目

Pristiophoriformes

ノコギリザメ科

Pristiophoridae 丹走t/bp/7o/Iﾉssp Tertiary,Miocene

カスザメ目

Squatiniformes

カスザメ科

Squatinidae

カスザメ属

Sq"at"7a Sq"at"7asp Tertiary,Miocene

ネズミザメ目
Lamniformes

カルカリアス科
Carchariidae

オオワニザメ科

Odontaspididae

ミツクリザメ科
Mitsukurinidae

カルカリアス属

Ca/℃力a〃召s

オオワニザメ属

Oの"taspﾉs

スカパノリンクス属

SCapa/7Oﾉｶy"c方Lﾉs

ミツクリザメ属
Mrs"AL"力7a

ホホジロザメ属
Car℃/7ar･o咋刀

アオザメ属
上["WS

Ca'C/7a〃asc"sp/*ta

Odb"tasp/Ssp.

ScaPa"o/f7j"7c/7"ssp.

ﾊ〃ts"紬/和a？sp，

Ca'℃/7a/c中〃／刀egｮわゆ〃

ｅ

ｅ

ｅ

ｅ

ｎ

ｎ

ｎ

ｎ

ｅ

ｅ

ｅ

ｅ

Ｃ

ｃ

ｃ

Ｃ

Ｏ

○

○

Ｏ

Ｓ

Ｍ

Ｍ

ｕ

Ｍ

Ｍ

ｏ

ｙ

ｙ

ｅ

Ⅳ

Ⅳ

ｒ

~

ｒ

~

Ｃ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｒ

ｒ

ｅ

ｒ

ｒ

ｅ

ｅ

ｒ

ｅ

ｅ

Ｔ

Ｔ

Ｃ

Ｔ

Ｔ

ネズミザメ科
Lamnidae

Ｓ

ｓ

Ｓ

ｍ

〃

、

〃

“

″

七

七

だ

/7asta"s

p危〃Us

OXy〃7"7C/7us？

Miocene

Miocene

Miocene

ｙ

ｙ

ｙ

ｒ

ｒ

ｒ

ａ

ａ

ａ

ｆ

Ｌ

ｔ

ｔ

ｒ

ｒ

ｒ

ｅ

ｅ

ｅ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

パルオトダス属

Parofo故ﾉs

オトドウス科

Otodontidae Tertiary,Miocene姥/℃to故ﾉsbe/7ede"/

メジロザメ属
CarC/7arか7us

メジロザメ目

Carchariniformes

メジロザメ科
Carcharinidae Tertiary,MioceneCa/℃/7a/mussp

Total

80rder 19Species13Fami ly 16Genus
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表4 群馬県産軟骨魚類化石リスト （地質年代別）

代 紀 世 (期） 層群名 地層名 板鯉類化石

月γSt/bp/7o/rﾉssp.

Sq"aｵ"7asp.

Caﾉ℃ﾉﾌﾞa/◎"〃〃7egﾖわ中ﾉ7

ﾒS"rZﾉspわ"us

の/℃~a/和USSp.

板鼻層

Da冶始ssp.

O血〃fasp/Ssp.

?ﾊ〃ts"AI"加aSp.

"ﾉ℃ﾉﾌﾞa/℃“〃〃7egabdb"
ん"/wsmsta"

ﾒs【"wsbe/7e咋"／

ﾒs【"Tﾉsp冶"us

Is4"zﾉsoXJ"ﾌ7"7c/7[ﾉs'

"ﾉ℃/7aノカ7"SSp-

原市層

新生代｜新第三紀｜ 中新世

Ce"t/℃Scy/77""SSp.

Dabt/assp.

訓〃ts"k4"加asp.

"ﾉ℃/7aﾉ℃"〃〃7egﾖわぬﾉｧ

ﾒs"ﾉTﾉsp心"as

庭谷層

Ce"tﾉ℃scyy77〃"ssp

飴冶ｵ/assp.

Soﾉ刀"ﾉOSLﾉSsp.

OtherSqualids

原田篠層

"exa"c/7"ssp.

Ce〃かoSCy777〃ussp

DDaht/assp.

So/77"ﾉos"sSp.

○ぬ〃tasp/Ssp.

井戸沢層

小幡層 Ca'℃/7a"aSCLﾉsp/乱ﾖ垣

瀬林層 SCapa"O/f7j"7C/7LﾉSSp

中生代 白亜紀 前期 山中地溝帯

石堂層 M/bo故ﾉsbasa""s

SCapa"o/f7y"C/7【ﾉssp

古生代 ペルム紀 足尾帯 石灰岩体 /た化op〃D〃besso"oII"

℃"dOmﾉS"sp.



群馬県産の軟骨魚類化石についての一総括 13

質ならびに化石産地に関する御教示ならびに激励をいただ

いた．

下記の方々には所蔵標本の閲覧ならびに情報収集にあた

り，様々な便宜を図っていただいた(順不同)．中島一氏(群

馬県安中市)，清水恵三郎氏（群馬県前橋市)，高山義孝氏

（群馬県前橋市)，清水勝氏(群馬県桐生市)，須藤豊氏(群

馬県高崎市)，石原克彦氏（群馬県桐生市)，山澤隆氏（埼

玉県秩父市)，藤井孝二氏（埼玉県川越市)，岡部勇氏（埼

玉県東松山市)，尾ヶ井清彦氏（埼玉県三郷市)，松原剛史

氏（群馬県高崎市)，森平利政氏（群馬県富岡市)，黒沢利

衛氏（群馬県吉井町)，高安正雄氏（東京都練馬区)，佐藤

千代子氏（群馬県沼田市)，布施幸枝氏（群馬県沼田市)，

林信吾氏（群馬県大間々町)，飯島静男氏（群馬県高崎市)．

そして，すでに鬼籍に入られた佐藤信一，布施仲男の両

氏からは建設準備の段階から様々な御指導・激励をいただ

いた．

以上の方々に厚く御礼申し上げる．

次に各時代毎の今後の展望について述べる．

古生界

足尾帯の中核をなす栃木県葛生町の石灰岩体からは魚類

の歯(後藤1975)やペタロダス類此j"/0γﾉZy"cIzzzssp.の歯

化石（後藤1984, 1994)などが報告されている． よって，

今後の調査によってその延長部分や秩父帯から軟骨魚類化

石が見つかる可能性がある．

中生界

足尾帯や秩父帯を構成する三畳系から産出する可能性が

ある． また，国内の他の下～中部ジュラ系同様，岩室層か

らも軟骨魚類化石産出の可能性がある．

新生界

分類群の数，産出数共に富岡屑群が飛び抜けている．国

内の中新統から産出例のあるD"y"iS,My"06α"sといっ

たエイ類， その他のサメ類が見つかる可能性も高い．

最後にこれらの群馬県産軟骨魚類化石の研究を進めてい

上での課題を述べる．

1 ．標本の多くが未記載であるので， それらの記載作業

を早急に進める必要がある．

2．群馬県内からは産出が希な歯群化石が複数産出して

いる． これらについては歯化石の通常の記載にとどま

らず，歯列復元を念頭に入れて研究を進める必要があ

る．

3．富岡層群から多数産出することが確認された深海と

考えられるツノザメ科軟骨魚類については， こうした

化石を多産する産地は世界的にも希有であるため，記

載のみならず， その古生態についても議論を進め，現

生においても未知の部分が多い． これらの軟骨魚類の

生態を解明する手がかりとする必要がある．

く
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Abstract

AreviewoffossilChondrichthyesfromGunmaPrefecture,CentralJapan

YujiTAKAKuwA

D幼αγ""/qfG"/dgy,G""脚aMzfse況加Qf"""〃唖sわなノ

ancient fishwererecoveredfroma limestoneblock

belongingtotheAshiotectonicbelt.

InMesozoicstrata,Chondrichthyesspecimenswere

recoveredonlv fromtheEarlvCretaceousSanchu
‐ ご

Graven. Twospecieshavebeenidentified.

InCenozoic strata, Chondrichthyes fossilswere

recoveredfromsixformationsoftheTomiokaGroup,

in southwest Gunma. Fifteen species have been

identified.Threesetsofdentition(threespecies)were

recoveredfromtheHaraichi formation. Inaddition,

concentrationsofbathyalsqualidswererecoveredfrom

theldozawaandHaratajinoformations,whichareinter-

estingandimportantforelasmobranchpalaeontology.

AreviewofChondrichthves fossils fromGunma

Prefecture,CentralJapan,untill998, isgiven.Onlynine

ChondrichthyesgenerahavebeenreportedfromGunma.

However,alargequantityofbothspeciesandspecimens

areknownfromamateurcollectionsthroughourprepa-

rationworkforGunmaMuseumofNaturalHistorv.As

aresult, thisreviewlists8orders, includingl3families,

16generaandl9speciesthathavesofarbeenidentified.

InPalaeozoicstrata、PermianChondrichthvesarethe

oldestvertebrate fossilsknownfromGunma. Two

speciesarerecognized. Oneofthesespecies,Helico-

prionbessonowi, firstreported inl900,wastheoldest

vertebratefossilknowninJapanuntil thel980's.These
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