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産地の地質はじめに

Squalinaegen.etsp.indet.(GMNH-PV-1000)は，高山が

安中市下磯部の碓氷川右岸の河床から採集したクジラ類の

骨格化石の剖出作業中の際に発見した． また“,℃ﾙﾛ"""灘s

sp． (GMNH-PV-1001)は，北川が多野郡吉井町池，多胡橋

下流の鏑川右岸で採集した． この産地では，その数日前に

北川がハクジラ類化石を含むノジュールを発見し，通報の

翌日に自然史博物館が発掘した．GMNH-PV-1001は，発掘

作業に立ち会っていた北川が発掘現場の2m北東の位置か

ら採集したものである． これらの標本はともに共産したク

ジラ類化石とともに自然史博物館に寄贈され，収蔵標本と

なった，

2点の板鰐類化石の産出場所は，いずれも富岡層群原市

層の分布域(大石･高橋1990)である~GMNH-PV-1000が産

出したのは，富岡層群原市層のぱぼ中位で，馬場凝灰岩単

層の直上にあたると考えられる． またGMNH-PV-1001の産

出層準も，原市層のぱぼ中位である．化石産地の鏑川河床

では未確認であるが，隣接する地域での層序関係から判断

して，馬場凝灰岩単層のやや下位にあたると考えられる‘

馬場凝灰岩単層は原市層に挟在する珪長質凝灰岩単層の

一つで，その絶対年代は11.26±009MaFoAr_39Ar(黒雲母) ;

Odinetal.19971,11~29±0.12Ma{40Ar-39Ar(サニデイン) ;

Odineial･ 19971を示し, pooled年代として1 1 .28±O~O8Maが

与えられている（須藤ほか， 2002) ． よって本報告で論じる

標本2点の年代は，およそ11.2～1l.3Maと見積もられる‘

群馬県南西部には，中新統の富岡層群が分布している．

近年，富岡層群を榴成するいくつかの層から板鯛類，鳥類

(松岡ほか、 2002) ，クジラ類(長谷川ばか, 2001 ;2002な

ど) ，束柱類(長谷川・高栞・野村･黒澤･須藤・高山, 2000) ,

鰭脚類(宮崎･堀川, 1985;長谷川･高栞･中島･松岡2000)

などの化石が報告され，中新世， とくに中期の関東北西部

に生息していた脊椎動物相の構成要素が徐々に明らかとな

りつつある．

サメ類すなわち板鯛類については，原市層産の

唖F℃ﾉr“ひ“〃〃'電αﾉ｡”〃(後藤ばか, 1983),P"wofJIJsbe"e叱"j

(後藤ばか， 1978ではIS"JTJsbe"e庇"j)の歯群化石の産出が

報告された．その後，高栞は富岡層群全体の板鯛類相に関

する予察的な検討結果を示した(高栞, 2000) ． また西太平

洋地域の化石記録として最も新しい年代を示す

CM""'dbse/"""sp.すなわちラブカ化石を井戸沢層と原

田篠層から報告した(高栞ほか, 2001) .

原市層からは，上記の板鯛類のほか，マッコウクジラ

類， ヒゲクジラ類，鰭脚類をはじめとする海生哺乳類、遊

泳適応したハクチョウ類などの脊椎動物化石が報告されて

いる．

本論では，富岡層群原市層から産出したツノザメ類

Squalinaegen.etsp.indet.ならびにメジロザメ類Ca肥h”‐

ﾙ/""J'sp@を報告する．原市層産の板鰐類化石は上述の2種

の報告のほかアオザメ類恥"T‘s属1種を確認(未報告)して

いるだけで、今回報告する2種は，高栞(2000)の時点では

原市層から未確認であった．よって、 これらの標本は中期

中新世の板鯆類群集の解析を行う上で重要であると考え，

報告するものである．

本論で用いる略号は以下のとおりである．

GMMH-PV:群馬県立自然史博物館古脊椎動物標本

古生物学的記載

標本の記載に当たって，板鯉類の分類はCompagno

(1984),Cappetta(1987)を参考とし，記載用語は矢部・後藤

(1”9）を参考とした．
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戦‘間.魚綱ClassChon(ll･icllthycs I-IUXLEY, 1880

板卿lli"SubclassElasmobranchii BONAPARTE、 1838

ツノザメI I O]･dcl･Squalilbrmes GOODRICH,1909A

ツノザメ科FamilySqualidac BONAPARTE,1834

ツノザメ!lli科SIIblilmilySqualinae BONAPA灯E, 1834

Squalinacgcnctspindct

ツノザメ1lli科の未定雛

(GMNI-l-PV-1000, Figul℃l)

メジロザメI=I Ol･del･Cal･chal･hinifbl･mes GOODRICH, 1909A

メジロザメ科FalllilyCal℃harhini(lae JORDAN&EVERMANN,1896A

メジロザメ属GenusC"ﾉ℃ﾙ"が""s BLAINVILLE,1816

α"℃ﾙ“ルノ""ssp･

メジロザメ属の未定極

(GMNH-PV-1001,Figure2)

b
q

a 魅

Fi9.2α"℃伽ﾉｿ"""ssp

(GMNH-PV-IOOI ;a. lingualview;b. labialview)

＜記戦＞

標本は顎から遊離した歯である~剖出の結果，舌側･唇

側両面が観察できる．歯冠の外形は三角形である．舌側面

は膨らみ，唇側面はほぼ平滑である近心縁はほぼ直線状

だが，かすかに遠心側に凹となるカーブを描く．遠心縁は

近心|!1llに湾入する咬頭は遠心側に傾く．鋸歯縁である

が，咬頭尖付近では非常に弱い．近心縁の鋸歯は；lllかく，

遠心縁の歯根に近い部分の鋸歯は荒い．

歯根は舌側而では大きく膨らみ，唇側面では大きく凹

む．歯根難底縁は咬頭尖方向に凸となる．正中舌側管があ

る．所側面では歯冠と歯根の間に歯頸が顕著である歯冠

の形態，咬頭尖の向きから左_'二顎歯である．標本の大きさ

は近遠心長が6.1mm,標本全体の高さは6.5mmである．

＜同定＞

GMNH-PV-1001は歯の外形，大きさや鋸歯縁を持つなど

の特徴から，“ﾉ℃ﾙαﾉ畑？"s届に同定される．本属化石の種

同定は|］;|雌であり．本論では同屈の未定極としておく．

ただし歯根基底緑が咬頭尖方向に凸となった形態を示す

こと，蘭線状の歯冠近心縁や遠心縁の近心側への湾入の形

態から,Naylol･andMarcus (1994)に図示された現生種の形

態の'･I 1ではC. ob""ﾉ･"sやCa"7bo/"e"s酌に類似する

嵐|剛勵群からの“ﾉ℃ﾙαﾉ畑7噸属化石は原市層の上位にあ

たる板＃"矧(上部中新統‘来報告)，原市j秘下位の原田篠j櫛

から確認している(未報告)が，原市臓からはGMNH-PV-

1001が初雌認である．

Fig.1 Sqllalil1acgenctsl). indel.
(GMNl･I-PV-1000: labialvicw)

＜記救＞

標本は顎から遊離した術である．標本はクジラ類の椎体

に張り付いた状態で保存されている．標本破損のおそれが

あるため，現時点での剖llIはこの段階でとどめる．

驍底突起が大きく発達していることから，観察できるの

は唇側IIiiであると考えられる．標本は近速心長が22Inin,

標本全体の尚さl9Inmである附尅は咬蚊と遠心踵(もしく

は遠心刑咬頭)からなる．歯冠の近心端，逆心端は丸みを

'瀞ぴている．歯冠は低く，咬頭は直立せず遠心に大きく傾

く．そのため遠心縁は，近心のそれに比べて煙い．咬頭と

遠心腕の|開Iには深いノッチが形成される．将側面観では遠

心蝿は膨らみ， ドーム状を11~!する．切縁に鋤歯はないJ1R

底突起が汚状に発達する．堆底突起の近心，遠心は大きく

熊んでいる．

<II1定＞

GMNI-l-PV-lOOOは．歯の形態や歯泄の形態等から，ツノ

ザメ亜科Squalinaeの未定極とlil定した~ このグループの歯

としては1:l･1噸であるしかし遊離術であること，唇側iiliし

か観察できないことなどの＃'1山により，脱レベル以下の同

定は避け, 111Tlli科の未定極としておく ~今後追加標本を

待って1V検討を行う必要がある．

原市脚朧のツノザメ!lli科化石は本標本が初である
比較と考察

ツノザメ亜科の化石は世界各地のジュラ紀後期以降の地

届から知られている(Cappetta, 1987)GMNl･1-PV-IOOOの
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産出層準である原市〃|とli1じ'1'期巾新世のツノザメ亜科化

石(その多くは町"α/"s届)の|'il内産地としては埼玉県の秩

父町層群奈倉層(蚊前期:上野ばか, 1983) ,都幾川層群神

戸礫岩層(葛袋地学研究会, 1988) ,石川県の輪島崎盾，須

曽居，束院内層(Karasawa,1989) ,七尾石灰質砂岩層(野村

ほか, 1991) ,島根県の川雲層胖布志名居(久家, 1985;中

野, 1999) ,備北層群下部"i (山|乢1987)などがある.

またツノザメil1i科の殉"α/"s脇の歯群と大型海生哺乳類

(クジラ類･鱸脚類等)の'I'i'格化石との共朧が数例報告され

ており（糸魚川ほか, 1985;野村ほか, 1991;Bigelow,

1994) ,それらの産状はいずれもS9"α/"s属による採餌行動

の痕跡だとされている．

GMNH-PV-1000はクジラ狐の骨格と共産しているが，産

出した歯化ｲ1.は一本だけである． よって採餌行動の痕跡で

ある可能性は否定できないが，むしろ海底に横たわってい

たクジラ類の骨格が|､ラップとなり，水流によって運搬さ

れた歯化石がそこに引っかかって一緒に埋没した可能性の

方が高い．

一方,QJF℃ﾙα『ﾙﾉ""s届の化石は|Ⅱ界各地の占第三紀始新

世以降の地層から産出しており，現生極では29種が知られ

ている(Compagno, 1984;Cappetta, 1987) .おそらく同属

は， 日本で最も多くの場所から見つかっているサメ類化石

であり，新第三系，第|ﾉしI系からの産出が非常に多い

(YabumOtoandUyellO, 1994) .

GMNH-PV-1001の産出肘準である原｢|j層と|荷lじ中期中新

世のcα'℃ﾙα『ﾙﾉ""s属化石の|班|内産地としては，山形県の成

沢層(矢部･長澤, 1997) ,埼玉県の秩父川層群奈倉層(上野

ばか, 1983) ,神戸礫岩〃I (葛袋地学研究会, 1988) ,石川県

の束院内屑･開ノ知'IYl ･七尾石灰髄砂岩層･ '鯆島III奇層・半ノ浦

層･須曽1吋など(Ka'･asawa,1989), $l(ﾙ根県の布志名層(中

野, 1999)などがある~ これらのほとんどの産地で

Caﾉ℃ﾙ”ﾙﾉ""‘$屈化有の庄川伽度が問い．

しかし現Ⅱ､}点で，原市川から確認されている板鯏類化石

'{'でのメジロザメ胴の雌l l l点数はきわめて少なく ，藤川頻

度も低い~

こうした板鯏弧化fiの産lll顔度の相違(群集組成の違い）

の原'五|は，原｢'1脚の椛定埖積深度が他の産地と異なる，上

部漸深海帯～中部i'|ﾘi深海帯の上部である(大石･高橋，

1990)ことと関係している'iI能性が指摘できる． この問題

については，今後標本の墹加を待って，再検討する必要が

ある． また,GMNH-PV-1001が産出した多胡橋付近では，

以前から脊帷動物化行の産出が確認されている(宮崎

1988など) .当館にも一部の標本が保管されているが，ク

ジラ類化石や板側類化石の若干の標本は，群馬県沼川市に

ある佐藤信一化石資料航など各地の資料館や博物館にも保

管されている． よって，原市j神の脊帷動物*ilや堆積環境の

解析にあたっては， こうした未報告の標本やその産状につ

いても検討を力l lえていく必要がある．

まとめ

1 .群馬県南I几i部に分布する1if;i岡1脚群原市層(中部中新

統)の2ヶ所から，新たにW|認されたサメ類化石2属を報告

した．

2.安中' lj下磯部の碓氷川河床から産出したGMNH-PV-

1000は, Squalinaegcn. etsp. indet. (ツノザメ亜科の未定

種)に|rl定した． これは原IIIMからの本肛Ⅲ科の初記録であ

る．本標本はクジラ麺の作帷と共産したが，産出した化石

が遊離歯1点であることから，ツノザメ類による採餌行動

の痕跡である可能'|Yliは低い．

3.吉ﾉ|鴛川池の鋪川河床から旅lllしたGMNH-PV-1001は，

Cc"℃〃αﾉ雲ﾙﾉ""ssp. (メジロザメルxlの未定櫛)に|T1定した．本

属も原市〃|からの初i氾妹である．原' l"IY|からの本属の化石

の産卜||点数は|'il内の| '1Ⅱ､↑代の地附に比べて少ない． このこ

とは，原'|j肘の批疋唯枝深皮が上部i'|ﾘi深海帯～中部湖深海

州の上部であるため，その堆砿蝋境が他の地層と異なって

いる可能性を示|唆する~
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Abstract

OccurrenceoftwofbssilSharksfifomHaraichiFonnation,

TomiokaGroup(MiddleMiocene ) inGunmaPrefecmre,Japan
TAKAKuwAYUii',TAKAYAMAYoshitaka2､andKITAGAwAMariko3

IG"""7"Mi/~ve""?Q/.ﾉVq""･"/"/,v/o/Wy.･ /674-ﾉ,K(""ﾉﾊ"ﾉ℃ﾉWq, 7b"7/ok",G"""7q37(ﾉ-23",J“α〃
2G"""7"Fo"ｿ/C/"b.． /ｺ-4, 3-c/70"?e,Se""e-"7qc/7/,ﾙ畑e6"/7/,G""ﾉ"α37/-0047, <ﾉ"pαﾉ7
：，肋/""/ee// ~v"〃”､G"""7α州/"""7Q//vt""『α/〃耐/Oﾉ:y.･ /674-/,Kα"7/血"℃/w", 7b""okq,

G"""7q370-2345, @/t"ﾌﾞα〃

Twoibssil sharktcethfi･omthcHaraichi FoImationofTomiokaGroup (MiddleMiocene),Gunma

pl-efbcture,Centl･al Japanaredescl-ibed

GMNH-PV-1000isidcntilledasSqualinacgen. elsp･ indet.、Thisisthefirstl-ecordofthissubfamily

fi･oIntheHaraichiFoI-mation.AndGMNH-PV-1001 is identifiedasCαﾉ℃ﾙ〔"/7/""･$sp.．
This isthefirsl recoI-dofthisgellLIsh-Omthel-laraichiFormation.

KeyWords : Squali,,ac,Q"℃加ノカ""応,Elasmobranchi i,Tccth,Hal･aichi Fol･matioll,MiddlCMiocene,GunmaPrefbcIul･e

BLlll・GLInmaMLIsNalLl.Hisl. (7) : 101-104


