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ウ，

ハクチョウ

ついて，現時点で判明している特徴と同定結果を報告する．

はじめに

すべての標本は，群馬県立自然史博物館に保存・管理され

群馬県安中市周辺（図1）に分布する中新統富岡層群は，
地質学的・地史学的見地から，

カツオドリ，

ている．

2つの点できわめて興味深

い堆積物である． ひとつは中新世の気候温暖期という特異

分類学的検討

な時代の堆積物であること，そして， 同時期にあたる日本
海のオープニングという日本列島形成史の一大イベントを，

ペリカソ目Pelecaniformes

東北日本弧と西南日本弧の接合部にあって記録してきたも

カツオドリ科Sulidae

属種未定Gen.etsp.indet.

のだからである．

さらに古生物学的試料，特に海生脊椎動物化石の豊富さ

標本番号:GMNH‑PV‑795

(図2,図版1‑1)

と保存状態の良さ，解剖学的情報量の多さから，中新世の

産

海洋生物相を知る上で重要な産地となっている．一部報告

産出層：富岡層群原田篠層およそ15‑16Ma (大石・

されているハクジラ類（長谷川他,

地：群馬県安中市郷原工業団地付近

2001),大型鰭脚類

（長谷川他， 2000)，退化した翼を持つ海洋性のハクチョ
ウ類(Matsuoka"".,2001)などばかりでなく，

ウミガ

高橋,

1990;野村・大平,

1998)

記載

楕円形をした扁平なノジュールを母岩として，骨盤（複

メ類・イルカ類など，実に多様な海洋性脊椎動物相が知ら

合仙骨）

れるのである（長谷川, 2000).

左右足根脛骨の共に遠位部・尾椎2点・肋骨片などがまと

鳥類についても発見が相次いでいる．原市層から発見さ

れMatsuoka"". (2001)が報告した

・右大腿骨・右足根中足骨・右第二指第一指骨・

まって化石化している．脛足根骨が，左足は保存状態が比

アソナカコバネハ

較的悪く，右足も観察しにくい状態で，特徴をつかみ難い

クチョウ の骨格化石に加え，その後新たに2つ，鳥類の

ほかは， いずれの部位も保存状態も良好で，特徴をよく示

骨格化石と呼んでよい材料が原田篠層から得られた．検討

している．

の結果，

2標本はそれぞれカツオドリ類とウ類とに同定さ

本標本がカツオドリ科に同定されるのは，以下の点によ

れた．原田篠層は原市層よりも下位であるが，両累層とも

る．最も特徴的准のば複合仙骨腹側の形態で，寛骨のやや

堆積環境は海進期の深海帯であり，近似しているといえる．

後方に梁状の横突起が2本ペアになって張り出し，その前

庭谷不整合（大石・高橋， 1990）を経るので堆積盆の構造

方には卵円形の大きな空洞が存在する．

地質学的特性は大きく異なっていたが，それが鳥類の生活

起によって閉まれる

に影響を及ぼすとは思われない．

合仙骨の特徴は，

よって富岡層群から得ら

窓

さらに前方の横突

は正円形に近い．

このような複

カツオドリ科のみが示すものである．大

れている3点の鳥類化石は，温暖な多島海であった中新世

腿骨では骨頭が大転子よりも高い．足根中足骨では，前面

の海（例えばOgasawara, 1994)を特徴づける鳥類相の

が深くえぐれ，遠位端では3つの滑車が榧ぽ同程度に並ん

一端を示すものととらえて良いであろう．

で，かつその内側の滑車が内方に引かれるように位置して，

本論文はこれまでに得られた富岡層群の鳥類化石3点に

受付:2002年1月22日，受理:2002年2月28日

ペリカソ目の特徴が明らかである．足根中足骨は，全体が
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図1 ：群馬県安中市の位磁.

LocalitymapfortheMioceneICssilbirdsiAnnakaCity,GunmaPl･efectul･e

3つの滑

化石とは直接的比較はできないが，その特徴は￨ 翼が体に

車がウ科のようにまったく直線的に並ぶのではなく，ペリ

対して小さい」ことであって,MYos2"α属同様やはり当て

伸長した様子はウ科にも共通する特徴であるが，

カソ目としては比較的中央の滑車が突出して遠位端全体が

はまらないと考えられる．以上のことから，新属の可能性

丸みを持つ特徴があり，やはりカツオドリ科に同定される

もあると考えている．

ことを示す．第二指第一指骨は，平坦な掌側しか見られな

計測値

いこともあり，分類学的な特徴は見出しがたい．

しかしな

右大腿骨全長GLofrightfemur:67.4mm

がら他の部位と計測値を比較すると，その大きさはまった

右足根中足骨全長GLofrighttarsometatarsus :57.4mm

く現生カツオドリ(Sz"")の骨格の比から期待される値で，

右第二指第一指骨GLof面ghtdigit2,phalanxl :41.4mm

この同定を補強するとともに，プロポーショソがそれに近

複合ｲi11骨残存部最大長Maximumlengthofpreserved

いものであったことを示唆する．

synsacrum:87.5mm

一方で，

これまでに知られるカツオードリ科のいかなる属

とも異なった特徴を示す．それは，骨格要素がすべて，側
方に幅が狭くて細身な点である．

のSz"α属とﾊ伽沌fS属の他に，

ウ科Phalacrocoracidae

ウ属種未定Phaﾉ""pCOﾉ'W"Sp.

カツオドリ科には，現世

カリフォルニアの中新統から

標本番号:GMNH‑PV‑796

(図3,図版1‑2)

A"0szj/α属とPα/deOSZ"α属の2絶滅属が認められている．化

産

地：群,賜県安中市郷原工業団地付近

石標本と直接的比較を行ったのはS"ﾉα属だけだが,Mﾌﾉ郷s

産出層；富岡層群原田篠層およそ15〜16Ma (大石・

属はS"ﾉα属よりも骨がふっくらとしている一般的特徴があ
るので, Sz"α属よりも細身な化石がﾊ伽･"s属のものである

高橋,

1990i野村・大平, 1998)

記載

はずがない.Miller(1925)が記載したl"os"ﾉα属は「足根

圧密によって扁平化している他はともにほぼ完全な，右

中足骨はS"ﾉα属に同じであるが，一方でS"/α属よりも翼が

の大腿骨と脛足根骨が近接して化石化している．変形はし

短く足指が発達していて， ウ的な特徴がある」もので，上

ているが，大腿骨が前方に強く湾曲する様子が認められる．

述のように第二指第一指骨の長さが下肢帯から期待される

大腿骨頭先端の靱帯付着部が広い．脛足根骨では前後に扁

値であり，前肢後肢のバラソスはSz"α属とかわらないと思

平で，遠位端が強く内側に位置する．

われる本化石は，やはり当てはまらない． P""eos"ﾉα属は

以上の特徴からウ属に同定することが可能である．小型

もともとMiller(1935)がS"ﾉα属の新種として記戦した

のウで，現生ヒメウP〃αﾉααり 切兀pe/agi"sとほぼ同大であ

S

る．

si""α"に対して,Howard(1958)が提唱したmonotypic

な属である．前肢および胸帯の要素が模式標本で，安中産

中新統富岡層群の海洋性鳥類化石群
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図2 ：安中市郷原工業団地付近の富岡層群原田篠層産カツオドリ科鳥類化石；
GMNH‑PV−795.ThefossilSulidaefromtheHratajinoFormation,TomiokaGroup,nearGoharaKogyo
‑danchi,Annaka,Gunma.Abbreviations areid遠位, distal; l左, left; r右, right; CdV尾椎, caudal
vertebra; Fm大腿骨, femur;Tm足根中足骨, tarsometatarsus;Tt脛足根骨, tibiotarsus.

計測値

型ガソカモ類のハクチョウ類に同定した．大腿骨の長さは

右大腿骨全長GLofrightfemur : 59.3mm

その烏の体躯の大きさをよく反映するのでこれから比較す

右脛足根骨全長GLofrighttarsometatarsus :92.0mm

ると，

コハクチョウCyg"scyg7f@Js (全長120cm)位の烏で

あったと考えられた．そして本化石について最も興味深い

点として，飛翔能力が低下し，長距離の移動はしない種で

ガソカモ目AnserifOrmes

あったことを指摘した．例えば上腕骨に対する尺骨の全長

ガソ科Anatidae

の比はその鳥類の飛翔性の指標となるが，

ハクチョウ族Cygnini

が55％に過ぎない．

aff・ ハ化g上z/od)"ssp.

("AnnakaShort‑wingedSwan")

飛翔性の鳥類ではほぼ同長であり，翼

の遠位の要素が短縮化することは，

（"アソナカコバネハクチョウ"）

を表す．

本化石ではこれ

この種の「無飛翔化」

このほかにも，上腕骨の遠位端は近位端に対して

標本番号:GMNH‑PV‑678

著しく小さく，

産

細いこと，胸骨稜の平坦化，手根中手骨の短縮，肩甲骨の

地：群馬県安中市原市付近の碓井川河床

産出層：富岡居群原市層およそ12Ma (大石・高橋，
1990；野村・大平,

またその近位端は平坦化し骨体は直線的で

狭小化・肩峰の退化などが見られる．

一方で，下肢帯の要素にはなんらの特殊化（骨量の増加

1990)

記載

70cm×最大約40cmのスラブ上に，脳頭蓋・下顎骨・胸

や関節の大型化など） も見られない．

このことは，

は翼が退縮した

であったが，それは

飛ばなくなった烏

この烏

骨の一部・肋骨9点・頚椎9点・胸椎7点・骨盤・尾椎2

歩行性に適応した陸上鳥類としての特徴ではないことを示

点・左肩甲骨・左右上腕骨・左右尺骨・僥骨・左手根中手

している．

骨・左右大腿骨・左右脛足根骨（左は中程で折れて近位の

特殊化を示すものである．現在のハクチョウ類は，

み）

アなど北方の大陸で夏期の繁殖期を過ごし，

・左右腓骨・左足根中足骨などが散在して化石化して

いる．上肢・後肢には，一部交連関係も見られる．
題なく全身像が復元できる，

ほぼ問

たいへん完全度の高い骨格化

石である．

Matsuokacifz/., (2001)は化石の骨学的特徴から，大

アソナカコバネハクチョウは「水鳥」としての

越冬のために飛来する．

シベリ

日本周辺へは

しかしアソナカコバネハクチョウ

は長距離の移動を放棄し，海浜性の種へと進化したのであ
ろう．

（図4）

ハクチョウ族の無飛翔性鳥類として，

カリフォルニアの

松岡廣繁・長谷川善和・中島一・高山義孝・高来祐司
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アソナカコバネハクチョウ''

"AnnakaShort‑winge

／

dSwan"は以上のような理由から便宜上付けられた名称で
あるが，本動物の特性をよく表しているので，本論文でも
1
Ｉ

使用した．

１
Ｊ
Ｉ

ﾉ

鳥類相の特徴

I

富岡層群の古鳥類相のこれまで知られるメンバーは，

カ

ツオドリ類・ウ類・ハクチョウ類であって，沿岸〜半遠洋

性のものである（図5）．

カツオドリ類は滑空状態から水

中に飛び込み，比較的深くまで達して魚類を捕獲する．

ウ

類は後肢推進性の潜水性鳥類で，魚類などを水中で追跡し
て補食する．

ハクチョウ類は，植物質のものを主食とし，

水面下に頭頸部を入れて採食するが潜水することはほとん
図3 ：安中市郷原工業団地付近の富岡層群原田篠層産ウ属鳥類
化石；

どなく，

またあまり遠洋に出ることはなかったと思われる．

GMNH‑PV‑796.ThefossilP/zzz/a"oComxsp.fromthe

アソナカコバネハクチョウは翼の退縮した固有性の高い

HaratajinoFormation,TomiokaGroup,nearGoharaKogyo
‑danchi,Annaka,Gunma.Abbreviationsare;Fm大腿骨，

水鳥であって，島喚的な環境が想定される．無飛翔性の鳥

femur;Tt脛足根骨, tibiotarsus;Fb腓骨, fibula.

類が生息するために，営巣や休息，採食のために上がる陸
地は，捕食者から隔絶された安全な地でなければならない．
このことから考えて，

中新統から報告されているA化gIz/0dyieswz"e/0""jHoward

許したのは，

アソナカコバネハクチョウの進化を

多島海化した中新世の海陸分布が背景にある

l988がある．脛足根骨が完模式標本で，大腿骨と上腕骨の

のではないだろうか．現在の分布域が熱帯〜亜熱帯の島峨

近位がこれに同定されている．安中産化石はM.""e/0"〃

であるカツオドリ類の存在もこれとよく一致する．

jに比べて大型で，

少なくとも同種ではないと考えられる

近隣である埼玉県秩父盆地の中新統は同時代の鳥類化石

が，それ以上の分類学的検討には，化石のさらなるクリー

産地としてはもっとも多くの種が知られている地層である．

ニングとそれによって明らかになる詳細な骨学的特徴をもっ

ミズナギドリ類の2種(P況茄"〃Ssp.A, B) ・カツオドリ

て， A他gzz/odyrgswfofでj0"噸模式標本との直接的比較が必要

類の1種(S"/"sp.) ・偽歯鳥類の1種(Os/godo7ft""ssp.)･

である.Matsuokaetal., (2001)はその問題が残されて

ヘビウ属の1種(A

いるので安中産化石をaff. ハ化gtz/ody/gssp.

"加gzzsp.)の計5種が報告されている

としたが，現

（小野, 1993;Ono, 1989;小野・坂本, 1991). 富岡居群

在でもこれは果たされていない．分類学的同定はこの極め

の古鳥類相は秩父盆地の内容と共通性が高いといえる． た

て興味深い動物の進化と動物地理学的問題を解明するため

だしアソナカコバネハクチョウは富岡層群のきわめてユニー

にも不可欠なので，早急に作業を進展させることが必要で

クな要素であり，両堆積盆間の古地理の違いを反映するも

ある．

のかも知れない．

日本の海成第三系からは連続的に無飛翔性鳥類の産出が
知られて，海洋生物相の特徴の一つとなっている．

いわき

市周辺および北部九州の漸新統などから知られるプロトプ

テルム類（長谷川他, 1979;OIsonandHasegawa, 1979,
1996)，

中新世にアソナカコバネハクチョウ，そして中新

世後期（甲能他， 1997）から更新世（長谷川他， 1988）に
はマソカラ科の鳥類などが生息していたし，更新世には海
ガモのCﾙe"d)Wssp.が知られている （松岡・長谷川, 1995;
松岡,

1997).

こうした烏たちの存在は，

日本列島周辺の

一

生物地理学的特性とともに構造発達史も反映していると考
~

~~

~

~~

図4 ：アソナカコバネハクチョウの生体復元図（左)．
通常の飛翔性ハクチョウ （右）

と比較して示す．Areconstruct1on

of "AnnakaShort‑wingedSwan" (left) andavolant swan
(right) .

えられ，

きわめて興味深い．

以上のように，本邦第三系からの鳥類化石産出例は意外

と希ではない．

しかしながら，富岡層群産化石群はやはり

その産状の特性から，傑出した材料であるといえる．
うのは，複数の部位がまとまっていることから，

とい

1要素の

中新統富岡層群の海洋性鳥類化石群
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化石では判り得ない烏のプロポーショソの特徴まで知るこ

ても3点とも複数の部位がまとまって産出している．継

とができるからである．

続的に調査研究を進める必要がある．

これはたいへん意義深いことで，

「種」の認識に確実性が増し，他産地の標本も含め， 単離
した骨が発見された場合にはこれを基準に同定することが

謝

容易になると期待される．引き続き新材料の採集につとめ，
分類学的研究を進めるものである．

辞

素稿の査読を引き受けて下さり，種々有益なコメントを
下さいました，元国立科学博物館動物研究部の森岡弘之先

ま

と

生に対し，深甚の謝意を表します．

め

･群馬県安中市の中新統富岡層群から，鳥類化石が2点新
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Abstract

MarinebirdfossilsfromtheMioceneTomiokaGroupofAnnaka,
Gunma,Japan.
MATsuoKAHiroshige',HAsEGAwAYoshikazu2,NAKAJIMAAHajime3
TAKAYAMAYositaka4,andTAKAKuwAYuji2
'De"γ"e"0/Geo/0雛α"A"zem/ogy,Gm(JMzieSc加0/0/Sciewce,Kyo/0(ﾉ""7s"y ,･KyotO,606‑8502,"p"

2G""""Af"se"wfofMz畑γαIHIs/07'y .･ 1674‑1,K"加娩"oiz", Tb"加加,G "脚α, 3712345, /Zz""

3>15,I‑chowze,AwftzたαA" たαc"y,G""加α, 37>O"6,〃加呪
4G"邦加aFbss〃α"6.･3−15‑4, Se〃"e‑加(zc",MMQ的as",G〃阿加α, 371W47, ノtz""

Alot of articulatedor associatedvertebrate re‑

were found fromtheHaratajinoFormation (16‑15

mainswererecentlyfound intheMioceneTomioka

Ma)

Group inGunma, Japan.The

assemblage,which

phalacrocoracidofPelecaniformes.Thesulidmaterial

includeswhales,dolphins,seaturtles,desmostylians,

consistsof thepelvis andhindlimbelements.The

pinnipeds

andbirds,

displays

ofTomiokaGroup.

These are a sulid anda

oneof thedetailed

phalacrocoracidmaterial consistsof femurandtibio‑

marinefaunaofthatage inJapan・ Sincethefinding

tarsus.Wereportonthespecimensasapartofthe

ofaverywell‑preservedfossil ofaflightlessswan,

paleoavifauna,

"AnnakaShort‑wingedSwan'', fromtheHaraichi

HaraichiandHaratajinoformationsareshared.

since

the

depositional

Formation (about l2Ma) , twomoreavianremains
Keywords ;Miocene,TomiokaGroupPaleoavifauna,Booby,Cormorant,nightlessSwan

systems

of
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図版1 ：富岡層群から新たに得られた鳥類化石2点．
ともに安中市郷原工業団地付近の原田篠層産. 1 :カツオドリ科;GMNH−PV‑795.
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2 : ウ属;GMNH‑PV−796.

Scalebarは3cm.TwospecimensnewlycollectedfromtheTomiokaGroup.1;Sulidaegen.etsp,indet.2;
Fhα/""c""sp.BothfromtheHaratajinoFormation,nearGoharaKogyo‑danchi,Annaka,Gunma.

