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群馬県安中市の當岡層群原市層（中部中新統）から
産出したヒケクジラ類化石
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然史博物館古脊椎動物部門(GunmaMuseumofNatural

はじめに

History,VertebratePaleontology)を表す．

日本の第三系の分布ば広<， それらは海成層が主であり，
各地からクジラ類化石が知られている(OiShi

Hasegawa, 1995b;長澤, 1999).

and

産出地点の地質と年代

しかしそれらは断片的

なものが多く，種の同定をする上で重要な部分が欠けてい

今回報告するヒゲクジラ類化石GMNH‑PV‑794は，

ることが普通である．以前，東日本の鮮新統のヒゲクジラ

群馬県安中市原市付近の碓氷川左岸から産出した．産地の

類についてまとめた(Oishi andHasegawa, 1995a)が，

下流には碓氷川に南北にかかる柵橋がある．

基準となる材料が極めて少なく，

しかも標本が大きいため

安中市を流れる碓氷川の流域には，富岡層群原田篠層・

比較研究にも様々な支障があることが判った．中新統につ

庭谷層上部・原市層・板鼻層等が分布している．本化石は

いても同様である．

そのうち原市層の分布域で産出したものである．

群馬県内における海生哺乳類化石に関しても状況は同じ

原市層は富岡層群の上部を構成しており，地層の分布の

である．実際には注意深い観察と調査によって，かなり多

東側では穴岡凝灰岩を境として下位の庭谷層と整合関係に

くの脊椎動物化石が包含されていることがわかってきたが，

ある．

一般には見過ごされていることが多いように思われる．

特徴的な砂岩が挟在し，指交関係にある（大石・高橋，

筆者の一人， 中島は安中市周辺に分布する富岡層群で長

年，化石の採集を行い，

この事実を実証してきた．それら

の標本の一部は中島から群馬県立自然史博物館に寄贈され，
すでにマッコウクジラ類Physeteridae

indet.(長谷川他, 2001),鰭脚類A"0

gen. et sp.

S""縄Sp. (長谷川

しかし，地層の分布の西側では本層下部に庭谷層に

1990)． 原市層の上位は板鼻層であるが，原市層と板鼻層
は整合で接している．

原市層は青灰色〜暗灰色の塊状泥岩などからなり，沖合
泥質堆積物だと考えられている．

これまでに有孔虫

(Takayanagi et al., 1976など) , 貝類(栗原, 1998,

他， 2000)，鳥類αが."ggrzj0""sp.(Matsuoka"".,

2000),束柱類(長谷川・田中,1987), クジラ類(長谷川他，

2001)などを報告した．

2001),鰭脚類(長谷川他,2000) ,鳥類(Matsuokaetal.,

しかし，小型クジラ類(イルカ類）

など未報告のものも多数ある，

今後，

これらの分類学的検討を行い，逐次報告する予定

2001)，硬骨魚類，軟骨魚類(後藤ぼか， 1978, 1983；高桑，
1999)などの化石が見つかっている．

であるが，今回は1994年4月に碓氷川河岸で発掘されたヒ

貝類化石は原市層中部から上部にかけて散在的に産出す

ケクジラ類について報告することとした．吉井町をはじめ，

る．原市層の貝化石群集はその構成種によって中部原市貝

周辺の富岡層群分布地からも大型クジラ類が発見されてお

化石群と耶麻型動物群に相当する上部原市貝化石群に区分

り，それらはいくつかのレビュー(宮崎1988; Oishi

される. GMNH‑PV‑794の産地付近は原市層の中部に

andHasegawa,

あたり， 中部原市貝化石群の"Gj"""j況沈''""sit"zz.況娩

1995bなど)の中でリストアップされて

いるが正式な報告はない．

よって本報告が，富岡層群から

の初めてのヒゲクジラ類化石の報告となる．

なお，本論で使用する略号GMNH‑PVI*,群馬県立自

受付矛2002年1月24日，受理：2002年3月6日

群集が産出する．その古環境は両貝化石群とも深海（漸深
海帯）性と考えられる(栗原， 1998；栗原, 2000). また，

原市層中部から上位の板鼻層下部にかけて，潮深海帯に普
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遍的な有孔虫Ui"串γ伽αかり加sci血αが多産することから，

標本の記載

漸深海であったとされている． （金子・野村， 1998） ．軟
骨魚類化石では,P"℃iO吻熔 惚娩"jの歯群化石(後藤ほか，

SystematicPaleontology

1978)やCa'℃"αγodO""zegZzﾉodO沌の歯群化石(後藤ほか，
1983)，分類未詳の軟骨魚類の脊椎群(高桑， 1999)など，

ClassMammaliaLinnaeus,

一個体に由来するような標本が知られている． また大型束

1758

OrderCetaceaBrisson, 1762

柱類(長谷川・田中， 1987)，鰭脚類のA"αノ@s"2zお属に属す

SuborderMysticeti

る大型の肩甲骨(長谷川ほか， 2000)はGMNH‑PV‑794

Cope, 1891

FamilyBalaenopteridaeGray, 1964

の産出地の下流から産出している，

B"/""0"emsp.

本標本の産出地点の上流には，原市層のほぼ中位に挟在

（第1〜3図第1表，図版I)

する北村凝灰岩が確認でき，下流には馬場凝灰岩が確認で

標

きる．それぞれの凝灰岩の放射年代は，北村凝灰岩が

産出層準：富岡層群原市層．

11.79±0.08Ma(･'0Ar‑39Ar, biotite),馬場凝灰岩が11.26

採集者：中島一

=t0.09Ma(40Ar‑39Ar; biotite)あるいは11 29±0.12Ma

採集年月日： 1998(平成10)年4月16日

本;GMNH‑PV‑794.

(･'oAr‑39Ar, sanidine)である(Odineta1., 1997) 本標
本の産出地点は2つの凝灰岩層の分布のほぼ中間地点であ

標本は不完全な右肩甲骨，ほぼ完全な上腕骨，不完全な

ることから，本論ではこの化石の産出年代をほぼ11.5Ma

尺骨と脊椎の計4点からなる．その他にも細かい破片があ

としておく．また両凝灰岩層のほぼ中間からは，α06狸

るが，部位は同定できない．

7"?zel""ﾉzesFOが報告されており(Takayanagieta1. ,

1976)，

この層準がBlowのN13とN14の境界となる．

この

事実もこの年代を支持するものである．

肩甲骨，上腕骨，尺骨はそれぞれ関節面が良く合うので
同一個体と考えて差し支えない．露頭から崩落したものを
同じ場所で同じ日に採集したものであり，図1に見られる
ように肩甲骨，上腕骨，尺骨の3点はよく関節が合うので

回

.《

蹄灘静瀞

咽鋤津︑Ⅲ

＃

画

第1図安中市産Btzﾉ""o"emspの右肩甲骨，上腕骨，尺骨
の3点の交連関係

第2図安中市産BZz/α"""emsp. (GMNH‑PV‑794)の前
肢の主な計測点と計測値．

群馬県安中市の富岡層群原市層（中部中新統）から産出したヒケクジラ類化石

同一個体のものと判断できる．脊椎は一緒に発見されてい
るが， 同一個体に属するものと考えるのは早計かもしれない．

肩甲骨：内側縁が欠如するので，外形は明らかでないが，
下角の外縁の形から推定するとそれほど上方に張り出すも
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上腕骨：ほぼ完全な形態をとどめる．骨体中央部で圧縮
を受け扁平化しているようにみえる．

しかし，

上腕骨頭

(ch)あるいは尺骨・僥骨関節部はほぼ原型を保持してい
る．骨体は長く ，

幅の約2倍近い． 大結節(tp)は側方に強

のとは考えにくい．肩峰acromionは先端を欠く ．先端は

く発達し，骨体に沿って大きく結節稜を形成する．後述す

斜上前方に伸び，

るBaﾉ

内側に曲がる.

VanBeneden

and

Gervais(1868‑1879)のBtz/""o""" /α"cepsに近い．

ま

た，烏啄突起(PC)は欠損しているため，大きさはわから

"0〆〃αscJz/e隼/"(=B.加γ""s)より突出してい

る．尺骨関節より僥骨関節の方が一見大きいが，尺骨の上
腕骨関節は直角に近く強い曲折した面を形づくっている．

ないが，欠損部の破断面は小さいので比較的短いと考えら

このことから上腕骨の尺骨関節面は，後側面やや内側より

れる．

に対応した関節面が形成されている．骨頭の向きが骨体に

これもVanBenedenandGervais(1868‑1879)の

B， ノα""psのものとよく似ている．

対して強い傾斜で斜交しているが，若干は圧縮された事と

肩峰と烏啄突起の作る角度は大きく， 同じくB. /α""ps
に似る．

関係があるかもしれない．

全体的に北米Marylandの

肩峰と内側角前縁のなす角度も大きく ,

Van

A化SO""S (KellOgg,1968; Fig.50)に類似しているよう

BenedenandGervais(1868‑1879)のB.加況Sc"/〃S,

ある

に見受けられる．

この様な特徴はほかのクジラ類には見ら

いはTrue(1983; fi9.34, 45)のB・加ysα〃sやB.加"s /"s

れない.az/

などに近い．

B.sc"egr/〃など(VanBenedenandGervais, 1868‑

また,Andrews(1914, figs. 32‑34)のB.

6"""sに比較できる．

ﾉ"s,B. ノα"ceps,

1879）に見られる特徴に近い．骨体の比較的長い点ではB.

肩甲骨全体の形状は， 比較的背腹方向に低く，前後方向
に長い．関節窩を中心にして下角(aca)と内角(acr)は対称
的な形で，

岬p花畑属の中でもB.加妬

内側縁が大きく膨らむBa/

"α属(True,

sc"egE/〃が似ているが，

上腕骨頭に対して大結節の発達

している点で異なる．

尺骨：不完全な尺骨で，遠位端の約半分を欠く ．肘頭お

1983; fig.88)には属さない．基本的にはBtzﾉ 畑が α属

よび骨体近位端が残っている．扁平な骨で，上腕骨関節部

と考えられる．

はほぼ直角に曲折する．肘頭(ol)はよく発達し，後方に
「く」の字形に突出する．肘頭の上端，下端はともに尖頭

aCI､/
一

をなす．下端尖頭と骨体のなす角度は鈍角で，

／

一
〆

〆

ミソククジ

〆
〆
〆

ラBa/

〆

〆

〆

"

/〃α帥""""s/sなどとは異なる.
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〆

denandGervais(1868

／
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／
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'、
〆

｡箆

"'

1
11
ダ
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脊椎：不完全な脊椎1点で，鰊突起，横突起を欠く ．片
側に横突起の一部が残る．椎体は前後長(115mm)に対して

横幅(140+mm)の方が大きい． また椎体高(105mm)に対して
も横幅の方が大きい．椎間板は充分に癒合していない．

こ

の脊椎は胴体部の一つと思われる．現在のところ種の特徴
を識別できる比較資料に乏しいので，先述したように￨司一

個体あるいは同一種かどうかを識別できないが，一応，

同

0

一個体のものとして扱った．

考

察

それぞれの部分での特徴をまとめてみると，以下のとお
りである．

ノ

ノ
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ノ
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ノ

/

／ ノ′

／

②肩峰が上方に突出し，

内側に曲がる．

③烏啄突起がわずかに発達する．
④上腕骨は長く，大結節および結節稜が発達し，近位

ーー首ﾉ／
、

／

、‑.‑/

第3図

①肩甲骨は背腹方向に低く，前後方向に長い．

安中市産BBqj"加〃e""Sp・ GMNH‑PV‑794，第1
図を元に復元した前肢． s･肩甲骨: a,肩峰aca，
下角． acr，上角cg，関節窩pc，烏啄突起. h,上腕
骨:ch,上腕骨頭tp,大結節u，尺骨:ol,肘頭

端より'i'畠が広い．

⑤尺骨の肘頭が発達し，上腕骨関節面が120。近く曲
折する．

長谷川善和・高来祐司・中島一

42

以上の部分とその特徴をもって，属の所属について， い
くつかの既知種の肢骨を比較してみると，

が，

ここではB(z/""""(zsp.としておく

セミクジラ類

(Omura, 1958; Omuraet al., 1969; Nishiwakiand
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富岡層群原市層から，

ヒゲクジラ類の前肢骨3点と脊椎

1点(GMNH‑PV‑794)が発見された．

2

ジラ類B"/"wo""Iz

中でもイワシク

sc"ggr/"(=B. 6"""s,･

Van
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Abstract

ABalaenopteridwhalefromtheHaraichiFormation(MiddleMiocene),
TomiokaGroup,AnnakaCity,GunmaPrefecture,Japan .
HAsEGAwAYoshikazu',TAKAKuwAYuji'*,andNAKAJIMAHajime2
G"""za""sez"7fof""""α／願sj0ﾅﾌﾉ Z674‑1,Kα""−た""iMz, 7b"0",G"刀加α〃0‑2345, ノ"""
*E一""〃α〔加沌sso/Y7,..BX"4105@""y.w9.か
29‑15, 1‑c加加e,A""""",A""fzたαc"jﾉ,G""油α379−〃Z6, ノtz""

First reportofaBalaenopteridfromtheHaraichi

oftheforelimbisverysimilartogenusBIz/"wo""".

Formation (MiddleMiocene; almost l1.5Ma) of the

Wehavealreadyreportedonaspermwhaleanda

TomiokaGroupinAnnakaCity, GunmaPrefecture.

Thespecimens(GMNH‑PV‑794) arerightscapula,
humerus,ulnaandonedorsalvertebra.Theshape

nightlessswanfromHaraichi formation. Soherein,
BIz/"ewo""zz sp. isaddedtothe paleoenvironmental
reconstructionoftheageofHaraichi formation.

KeyWords:whalebonewhale, B"/αg"が"",Mysticeti, Cetacea,Mammalia,MiddleMiocene,
Haraichi formation, TomiokaGroup, Annaka, GunmaPrefecture
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富岡層群原市層産ヒケクジラ, Ba/aenopre/asp. (GMNH‑PV‑794)
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