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中島コレクション(クジラ類)の概要について

木村敏之・高栞祐司・長谷川善和

群馬県立自然史博物館：〒370-2345群馬県富岡市上黒岩1674-1

要旨

群馬県立自然史博物館収蔵の中島コレクションに含まれるクジラ類化石の概要について報告

する． 中島コレクションは群馬県安中市在住の中島一氏によって収集され，群馬県立自然史博

物館に寄贈された標本である． また中島氏によって群馬県立歴史博物館に寄贈され、 その後群

馬県立自然史博物館に移管された標本も含まれている．

中島コレクションに含まれるクジラ類化石は中部～上部中新統富岡層群原田篠厩庭谷層，

原市層，板鼻層より産出した標本である．検討の結果， 中島コレクションには少なくともヒゲ

クジラ類2種及びハクジラ類5種(可能性としては6種)が含まれていることが明らかとなった．

このような中島コレクションに含まれている多様な標本は． 当時の北西太平洋域における多様

なクジラ類動物相の存在を示唆している．

キーワード：中島コレクション~ クジラ類、ハクジラ11II目， ヒケクジラ亜目，富岡層群， 中新世，群馬県
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ジラ類について報告し，その概要について検討を行う．今

回扱った個々の標本の記載及び詳；IIIな分類学的検討は今後

行う予定である．

はじめに

群馬県立にI然史博物館には!|:'陽コレクションと呼ばれる

多数の化石標本が収蔵されている~ これらの標本は群馬県

安『|胃I市在住の中陽一氏によって収集され，群蛎県立自然史

|専物館に奇11脚された標本である~ また'l!烏氏によって群嶋

県立歴史博物館に寄鵬された後, |4l然史博物館に移椅され

た標本も含まれている~ 中島コレクションは群馬県朧の多

数の化ｲi標本からなり，そこには貝類， ｝炊骨魚類，硬'骨魚

類，カメ類，烏類，鱸脚類、 クジラ類など多様な分狐群が

含まれている

博物館の担うべき役割の一側面として，地域から得られ

る様々な標本の収集と情報の蓄械を迦して地域の知のI･l･'心

となるという面がある博物館がこのような役割を担う上

では，化石標本の場合，地域の化行愛好家の方々の熱心な

活動，協力によるところが非術に大きいまたこのような

方々の活動は，単に化荷標本の収集という側面のみなら

ず，その研究分野全休の発腿にとっても多大な貢献をして

きたことが指摘されている(PyensonandUhe'',2002)~ した

がって中脇氏の寅献は資料収集のみにとどまらず，その分

野の研究全体にとってもかけがえのない亜要な賞献である

といえる

今回は巾烏コレクションに含まれる標本のうち、特にク

標本の記録

以|<に中島コレクションに含まれるクジラ類標本につい

て記す．各標本の産地についてはFig.lに示す． また本論

文で図示されている標本については標本番号の後の括弧内

に図版番号を示した1簡序については大荷・高橋(1990)に

従う~

Physcteridacgen.etsp. indel.

マッコウクジラ科

標本需号GMNH-PV-581 (Fig.2)

産出屑準；冨岡臓群原市肘

標本は左右の下顎骨及び遊離歯2点からなるいずれの

~ﾄ顎骨も~ﾄ顎体の一部であり，左右の-F顎骨それぞれに4

本の歯が柚立している．水標本は長谷川ほか(2001)によっ

て記載・報告された．

Kentriodontidaegenetspindet.

ケントリオドン科

標本番号:GMNH-PV-91 (PlatelA,B)

産出胴準：富|剛屑群原市屑

標本は頭蓋，遊離~歯，椎’間．，肋骨からなる．椎骨は主に

胸椛である．標本が完全には母岩より取り出されていない

ために，今後剖出作業を行うことで新たな部位が発見され

る可能性がある．

頭蓋は吻部の前半部及び左半部の一部を欠損するもの

の，それ以外は保存状態は良好である．ただし頭蓋は現時

点では背而のみが剖出されているため，腹而および後面の

保存状態は不明である．頭蓋は左右対称である．前顎骨の

後端は隆起し：左右共に界骨に接する．鼻骨は大きく，背

側に突出する．鼻骨前縁には浅い瀧が背腹方向に発達する．

Kenlriodontidaegenetsp illdet.

ケントリオドン科

標本番号GMNH-PV-95(PlalelC)

産出屑準；寓岡屑群原市周

標本は頭蓋，周耳‘'ず'，鼓室胞，遊離歯，眉甲‘尚'，椎骨な

どからなる．頭蓋は背腹方|向lに圧縮を受けて二次的に変形

しているが，その影群を除けば左右対称である~前顎骨は

左右共に鼻骨に接し，後端は|躍起する~肩甲骨は関節嵩付

近が保存されている肩峰は||偏脳く大きい．烏口突起の形

状は破損により不Iﾘ1である．本標本の一部は群馬県立歴史

博物館(1993)図版46-1に図示されている
Fig2 PhySeleridaegen. el SI) indet. (GMNH-PV-581)Allel

HaSegawae/"/.(2001) .
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Kendl-iodontidacgcn.ctsp. indet.

ケントリオドンf:|~

柳本研〃･ :GMNH-PV-1010(Plate3A,B)

川引|jIYi": 1i; ;il,Yil)IY|腓j爪' |jﾊYj

標本は蚊擶, /1J,I1上IF !| @|'及び遊離|肘よりなる． 頚擶は||勿部

の火､'2を欠く ， また|ﾉ､l外力li'lの圧縮による二次的変形のた

めに蚊蒲は牌しく変形し，蚊薇の右半部の多くは欠槙す

る. WII'i'i'はﾉ,ffi共に失われているが，前顎'| 'i'は左右共に鼻

'| ，|'に接していたことが示唆される‘ 前籾'H'の後端の形状は

二次'''1変形のためにｲく|ﾘ1 11if. j!11耳H'の前突起は短く ， その

1111後長は蝸牛殻前後踵の50%である． 前突起には

acccssoryossicleが保存されている． また前突起腹側は外方

にわずかにふくらむ~

Kentriodontidaegenetsp. indet.

ケントリオドン科

標本番号:GMNH-PV-65(PlatelD-F,2A)

産出層準：富岡層群原市層

標本は頭蓋右周耳骨，左右鼓室胞,遊離歯, ~ﾄ顎'H',

椎骨，肋'H'などからなる．頭蓋は頭頂部周辺のみ保存され

ており，左右対称である．前顎骨は左右共に鼻'H'と接す

る~前顎'H'後端は隆起する. ji'1耳骨は後突起を欠損する~

周耳骨の前突起は短く，前突起前後長は蝸牛殻I11j後腫のお

よそ50%である~前突起にはventl-olateral tuberosityが発達

している．前突起腹側は外方に弱く突||Iする．下顎骨は前

端及び後部が破損するが比較的保存良好である．下瓠縫合

は長い．

KentriOdOntidacgen・ etsp. indet.

ケントリオドン科

棟本番)j･ :f'i川標本

"I I IMWf : 1' iii間岬I群原｢|j〃I

標本は頭諾およびAI1耳|'|．，鼓室胞よりなる． 周耳'汁，鼓

室胞は皿擶のもとの位iifiに保存されている．本標本は吻部

|jii端付近を欠批するが，保存良好な頭蓋からなる ~ ヒド方

li'lに圧紬を受けており， そのため後頭骨の大部分は破損し

ている， また| I補'|'|'は/fｲi共に失われている． 頭蓋は左右

対称である. ll勿部には少なくとも4本の歯が残されてい

る． いずれの|苅も；| | |長い円錐状をなす．前顎骨の後端は隆

起し，在りI1'| '|'は欠批するものの前顎骨は左ｲTとも鼻骨に接

すると考えられる． 外'|‘|'は大きく 、背側に突|+|する~

Kentriodontidaegenetsp. indet.

ケントリオドン科

標本番号:GMNH-PV-832(Plate2B,C)

産出層準：富岡層群原市層

標本は頭蓋， ﾄ顎骨及び多数の遊離歯からなる．頭擶は

吻部前端及び後頭骨を欠扱し，上下方向の圧縮による二次

的変形を受けているものの比較的保存良好である． ただし

腹面の保存状況は不明である．頭頂部付近は左右対称では

ないが， これは二次的変形の影響によると考えられる~ 前

顎骨は左右共に鼻骨に接する． また前顎骨後端は|朧起す

る．鼻骨は大きい‘下顎骨は筋突起周辺など一部欠批が見

られるもののほぼ全体が保存されている．下顎骨前端付近

はほぼ完全に剖出されており， 多数の歯槽を樅認すること

ができる． また下顎骨の前端付近の腹、には左右それぞれ

に前後方向の舟111い満状の構造が発達する．下顎骨の下糊縫

合は長い~下顎H'の後部は右|兆|節突起が保存されている．

筋突起は右側は欠損、左側は未剖出であるため不|ﾘ1である．

Kcntriodontidacgcn. etsp. indet.

ケントリオドン科

楳本所号: 1,' 'i川棟木

ﾊﾐIIWIIIi : 1' i iil ,Y11IY|鮮原' ijjIY|

標本は蚊擶及び/,f鼓宗胞からなる‘ 頭蓋の後部は欠損す

るが,"l1'1部は良好に保存されているまた鼓室胞は頭蓋

に密ﾉi''iした状態で保存されている1111 1顎'ﾄ|'は左右共に鼻骨

に接し, liijﾘ弧| ｣|後端は|朧起する．頭頂,､<fl州辺はやや非対称

であるが、 これは二次'''1な変形のためと考えられる．

Kentriodontidaegcn. ctSp･ indet.

ケントリオドン科

標本番号:GMNH-PV-833(Plate2D)

産出層準：富岡層群原市j啓

標本は頭蓋遊離歯，環椛よりなる.頭蓋は吻部前ｳli及

び後頭骨の一部を欠損する． また頭諾は'2下方l '''｣にlli締を

受け，二次的に変形している．頭緒は二次|‘l1な変)|ｼの影稗

を除けば左右対称であると考えられる．左上顎'|1l･jiL部付近

の腹囲には少なくとも4つの歯槽が確認できる．鼻'円'は左

右共に失われている． また右前顎'H'は後端付近が欠担して

いる．従って頭頂部A'j辺の形態は不lﾘ|隙である． ただし，

左前顎骨の後端付近はほぼ完全に保存されており，後端は

隆起する．

Delphinoidea

マイルカIJ:|

標本僻〃｡ :GMNI-I-PV-50()(Platc3C)

ﾊﾐ| | |IWMI: : 1' i ;i l ,Y11IYIIIW)1( l l l篠肘

楳本はA'1LI? '| ,|'からなる． 1111突起は蝿く ，前突起I11後良は

蝸牛殻liil後隆のおよそ50%である前突起にはaccessory

ossicleが保存されている~州ﾉ|ﾕ殻の膨らみは強い．
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Odontoccti

ハクジラ弧

標本裾)j､ :GMNH-PV-1011(Plate3D-F)

産出層準：富岡隅群原'1jM

標本は頭蓋の一部及び右l'1耳'H'，左右鼓室胞からなる．

頭蓋は頭頂部のみが保存されているが，保存状態は良好で

ある．右鼓室胞は上顎'H'に梓fﾉi皿'iした状態で保存されてい

る． また左鼓室胞及び右周耳‘'1は皿職より分離して保存さ

れている．前顎'H'は左右共に鼻'H'に接し, #il'||l'と|2顎'汁の

間をくさび状に後方にのびる． 鼻'胃'と前蚊'|』|'の縫合は不|ﾘl

瞭である．頭頂部は背lAi観でほぼ三m形をなし，背側に強

く突出する．鼓室胞は|ﾉ1外方向のﾉ |刑#により破批している

ものの，鼓室胞・川耳骨ともに比較|'|り保存良好である． 川

耳情'の前突起前後蛙は蝸牛殻前後長の67％である． 111突

起にはaccessoryossicleが保存されている．鼓室胞のS状突

起末端は前方に屈llllする．鼓室肥の! | 1央洲mcdianfi,,Tow)

は前後長の3分の2辺りまで深く発達する．

Odontoceti

ハクジラ類

棟本儒)ナ:GMNH-PV-497

jA'訓IW"(: : 1i;iil,,il)IYj群原｢ijjW

標本は多数の椎H'，肋骨及び遊離歯からなる．標本は比

'陵'''9小ﾊi'!のｸｼﾗ類で,椎骨は頌椎胸椎が中心である.

今後刑lll作業を行うことで新たな部位が発見される可能性

がI｣I｣iい，歯は緩やかに湾｢lilし， 歯根部において急に湾曲が

強くなる． GMNH-PV-832,GMNH-PV-1010の歯と非常に

蹴似した形態を持つ．

Odontoceti

ハクジラ類

標本需号:GMNI-l-PV-92

旅川ﾊY": : IWII1ﾊﾘ群原田篠j脚

標本は3本の遊離歯及び部位不明の骨片からなる．歯は

;l 1l長く，緩く湾llllする．破損のため形態は不明瞭である

が, GMNH-PV-93-2, 1012と類似した形態を持つ．

Odontoceti

ハクジラ類

標本番号:GMNH-PV-499(Plate3G,H)

産出j曾準：常i岡層鮮li(市層

標本は頭蓋(吻部) ，左上腕|｣l･, /!焼骨， ノf尺'| l｡,手根'| ,i' ,

中手骨からなる‘頭蓋の保作前後長は328mmである．蚊擶

は背腹方向の圧縮による二次|'11変形を受けているため詐illl

な形態は不|ﾘlであるが，頭蓋以外は保ｲjを良好である. lJIIij

|H' 、僥H'、尺骨はほぼ|従|節した状態で保ｲfされている．

Odontoceti

ハクジラ類

標本需拶:GMNH-PV-1012(Plate4B)

"IIWI": 1! i ;｢岡屑群ﾉﾙ{ | |篠層

標本は遊剛楠1点からなる．本標本はGMNH-PV-92、 93-

OdOntOCeti

ハクジラ敵

標本番号:GMNI-l-PV-66

産出屑準: fi3iY1h州ﾄﾙi(11jjW

標本は遊離歯9点及び鼓宗lluのS状突起先端部よりなる．

本標本の歯はI荊冠末端fl近で湾llllが蚊まる．エナメル炎m

は平滑である．歯根部は太い~水裸水の一部は1iW'1jlILW"

史博物館(1987)|~IIW25-2に|叉l示されている．

Odontoceti

ハクジラ弧

標本番号:GMNH-PV-498(Plate4A)

産出層準：富岡＃4群ﾙi(11JjW

標本は遊離|1111 1人IIよりなる‘歯根蚊|:部で111も太くな

る．歯冠の末端及び'噺根の基部ｲ､｣近で急に湾llllが強まる．

歯冠の湾IIh)71iﾘに対して歯根の湾llllする刀liilは，棟木のI|'

に2種類の湾l111方向を持つタイプに分けられ， これらの方

向は歯冠の湾'' ''方向に対して左右外l称の方向である．

Fig,3 βα/αe"O"/eﾉ曇asp. (GMNHPV794)AficrHasegawaer
α/･ (2002) ．
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ﾘ弧休liil部と考えられるが保存状態が必く，詳箭ll lは不明瞭で

ある．標本の保存全長は4381nnlである‘保存されている部

分において卜顎体はわずかに湾曲する．本標本は群馬県立

歴史I1,1j物館(1993) |叉|版46-2， 3， 4に|叉|示されている．

2と類似した形態を持つ

βα/αe"“だﾉ.qsp.

ナガスクジラj,dtl

標本番号:GMNH-PV-794(Fig.3)

産出層準：富岡居群原' |"蝉

標本は右肩I11骨，上腕骨，尺'H｡,Wi:'|,l'からなる． いずれ

も破損が見られるものの保存状態は良好である~ 上腕'| &i'は

ほぼ完全に保存されている~本標本は長谷川ほか(2002)に

よって記栽報告され， βα/αe"叩"e'．α“ﾙ/age/"との狐似!|'ﾉ|易が

指摘されている．

Mysticeti

ヒゲクジラ類

標本需号:GMNH-PV-1020

j墹IWi準：侍i岡l､'IIrlリル(1 1jjIYI

標本は比'|唆的大型の鼓室胞の一部及び部位不明の骨片か

らなる．鼓崇胞は後部が保存されており，総苞稜が強く発

達する．本標本は群賜り!L立歴史博物館(1993)図版47-2に図

示されている．"Cctothcriidae''

ケトテリウム類

標本番号:GMNH-PV-1013(Plate4C)

産出層準：高岡層群jj(市層

標本は左下顎骨の後部である．筋突起が保存されてい

る．本標本は小咽の下顎骨で筋突起における岐人l',E:ﾉiは

91mmである．筋突起は比較的低く ，外側後方にやや＃il l l ll

する．下顎孔の一部が保存されており，下顎孔は大きく |州

口し，下顎孔の前縁は筋突起の位|間までｲIIIびる．

Cetacea

クジラ奴

標本番)j･ :GMNH-PV-1015(Plate4F)

産l l lM雌: 1i iji岡孵群原l l l篠層

棟木は頚椎，川帷及び肋'H'などからなる．頚椎では環椎

及びililll帷が保存されている~ ただし，今後剖出作業を行う

ことで新たな部位が発見される可能性がある． 本標本の環

帷はGMNH-PV-833の環帷と比較して大型である．

Mysticeti

ヒゲクジラ類

標本番号:GMNH-PV-1014(Plate4D)

産出居準：富岡層群ﾙﾅ(市層

下顎骨の一部(保存前後長:460mm) , ノI鼓窯胞の一部など

からなる． ‐ﾄ顎体の下縁付近以外は欠批する．下り洲‘|'はゆ

るやかに湾llllしており, |ﾉ1而に比べて外1iliがより強く l l1lを

なして膨らむ‘ 下顎骨の腹側縁は低い稜をなす．

Cctacea

クジラ類

標本謡)} :GMNH-PV-1016(Plate5A)

ﾊ訓| |〃'|唯：制剛剛lWji( I IjjiY|

水標本は多数の'1隅'および肋'Hなどからなる．椛骨は環

椛を含む飢帷とll#ﾘ樅が!|'心である．蝋椎はGMNH-PV-1015

の蝋椛とほぼ''1じ大きさである．椎什は一ﾀllにまとまって

ﾉﾉ剛|しており、 ほぼ本来のII11序を保っていると考えられる．

Mysticeti

ヒゲクジラ弧

標本番号:GMNH-PV-598(Platc4E)

産出層準：高岡層鮮原田篠AYI

標本は大型の左下顎骨である．標本は筋突起を含むドリ削

骨後部で、標本の保存全長は594111nl,保存される前端のl'l 'ﾉi

さは112mmである保存されている部位においてド馴休は

わずかに湾曲する．下顎体外而には2つのオトガイ孔がliII:

認できる．下顎体の内面，外面共に''1穐度に1II1をなす．下

顎体の腹側縁の形状は破損により不IIlである．筋突起は一

部欠損しているが， 高く ，外|!1 ll後方にﾙll l lllする~

Cctacca

クジラ知

棟水需リ<GMNI-l-PV-1017(Platc5B)

パ訓| IMME : 1| i ii l ,Y1lY僻ﾙj( ' |jllYi

櫟水は帷'' 1|･及び肋''1'からなる~帷骨は巾Ih椎および後位の

頚帷の2j､'{(である'lill l帷は下部をわずかに欠損する‘椎骨

は比'1W|'Iり小ﾉ'i'!で, 'lilll椎及び頚惟はそれぞれ最大高69+mm,

45mm，岐大II1M75mm， 64mmである．

Cetacea

クジラ知

標本需号:GMNI I-PV-lO18(Plate5C)

"IIIM準：荊剛神群原巾層

棟木は保ｲfの良い尼椎2点からなる．最大,奇はそれぞれ

76Inm, 52+mm,帷体前後長はそれぞれ36mm, 35mn1である．

'|‘|端板はいずれも椎体と癒合している~

Mvsticeti

ヒゲクジラ類

標本番号:GMNH-PV-90

産出層準：富岡層群原市層

標本はヒゲクジラ類の下顎体の一部からなる．標本は~’



木村敏之･ i !!!i*M! il ･長谷川il"l l24

Cetacea

クジラ類

標本番号:GMNH-PV-1019(PlateSD)

産出屑準：富岡脚群板鼻岬

標本は吻部の一部と考えられる|断片よりなる

がら断片的な標本であるため詳ﾎIllは不,ﾘ1である

Cetacea

クジラ類

棟木番号:GMNH-PV-831(PlateSF)

川引IIﾊY"'i : 1!訓川暦群原市j櫛

標本は椎'ﾄi'， ′|』|端板及び複数の肋骨からなる． 今後剖出

作業を進めることで新たな部位が発見される可能性があ

る．

しかしな

Cetacea

クジラ知

標本番号:GMNH-PV-94

産出層準：富岡層群原T|jjW

標本は椎骨，肋骨などからなる‘椎H'は主にllH帷であ

る．標本が未剖出であるために詳舟IIIな形態は不|ﾘ1である．

また今後剖出作業を進めることで新たな部位が発見される

可能性がある．水標本の一部は群馬県立歴史|Iﾘ物餅(1993)

図版47-4, 6において|叉|示されている．

Cetacea

クジラ類

標本需号:GMNH-PV-30

産Ⅱ|噌準：富岡川群原｢|jjW

標本は小型の腰椎3点からなる．椎体の前後長はそれぞ

れ, 48mm, 45mm, 45mmである．帷体の腹面中央には前後

方向の稜が強く発達する．水標本は群馬県立歴史博物館

(1987)Ix1版23-3において図示されている．

以下の5標本は|両'一のノジュール中より発見された． し

かしながらIⅢらかに複数の個体が混入しており，個体の識

)ll1を行うことができない． 従ってここではそれぞれの部位

ごとに別々の標本として扱う．

Cetacea

クジラ類

標本番号:GMNH-PV-61

産出層準：富岡層群原市屑

標本は椎骨16点，鼓室胞の一部，上ll兜'H' ,W'i'及び部位

不明の骨片よりなる．上腕骨は近位端，速位端共に破批が

見られるものの保存状態は良好である．上腕''1'の'| ‘|'体' |1央

部のI|府は73mm,保存全長は153mmである~僥| @|'は一部破

損が見られるものの保存状態は良好である~ ノ<'| ,|'の一部及

び手根骨の一部と樅定される'H'片も保存されている． 焼'| ｡j'

の保存全長は250mm,遠位端||1I159mmである．本標本の一

部は群馬県立雌史|Tﾘ物館(1987) IXl版25-1 , 5において|xl示さ

れている．

Mysticeti

ヒゲクジラ類

楪本所好- :GMNH-PV-93-l

産l l lﾙY岬： :ril,1肘群原川篠j鱒

棟木は頭蒜よりなる． 保存前後長は1010±、mである．

上り弧| ‘|' ，前顎'H' ,鋤'H',鼻骨， 口蓋'H' ，後頭骨などが確認

できるものの1!ﾃ腹ﾉﾝ向の圧紬により著しい二次的変形を受

けているため，詳糸lllな形態は不明||京である．本標本の腹Im

側はﾙﾄMjI,L立雁史|1ﾘ物館(1993) |叉|版47-7に|叉|示されている．

Cctacca

クジラ狐

標本需号:GMNH-PV-89(PIatc5E)

"HI屑準：寓岡層群庭谷胴

標本は肩'二'二I骨の一,祁である． ｶﾌi:I I骨の後縁付近が良好に

保存されている．長谷川ばか(2002)によって剛1[rされたナ

ガスクジラ類標本の肩甲'H'と類似した特徴を持つ．

Odontoceti

ハクジラ類

棟水需号:GMNH-PV-93-2

川'別||ﾊY": : 1'iii l ,Y1lW11W)i( I I I篠燗

14本の遊離IW1からなる． いずれも細長く ，湾llllする．本

棟木はGMNH-PV-92, 1012と類似した形態を持つ．本標本

は群jili1,L立雁史|IIi物館(1993)図版47-5において図示されて

いる．Cetacea

クジラ類

標本番号:GMNH-PV-63

産出層準：富岡屑群原市暦

標本は小型の尾椎7点よりなる標本は一部破批も見ら

れるが保存良好である~ 本標本の一部は群賜り,:4立雁史i(ﾘ物

館(1987)図版25-3にlxl示されている~

Cetacea

クジラ類

標本番号:GMNH-PV-93-3

朧I l l岬唯：薗岡〃fi群ﾙ1(III篠層

標本は比鮫的保存の良い左上腕骨からなる．近位端にお

いて大ﾎi'i節周辺でやや破損が見られるが遠位端の尺骨関節

im,暁骨|腱|節1mはほぼ完全に保存されている．上腕骨頭は
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｜ ｜水の' | ! ,''fl;' l '析統からはこれまで比ll班的多くのクジラ弧

化ｲiのﾊ訓|が､ﾄ|i{!iされているが(OishiandHasegawa,1994) ,

' | ' !I;bコレクションのように|, il-IIYj群より多数の保存の良い

クジラ顛化ｲiの脚引| |が､ﾄ|il' i･されている〃llはそれほど多くは

ない． ’ ' 1 ，'{ルコレクションに含まれるクジラ類化石の''1では

ケントリオドン弧がiliも棟本数が多い~ これらの標本は，

以ドのようなケントリオドン科に特徴'''1な形態を持つ. l)

頭擶はほぼ/fｲi対称である． 2)弾骨前縁に背腹方向の浅い

満が先述する, 3) |)1IW!,|｣i'後端は降起する, 4)前顎'H'の後端

はﾉ,ミイ｢ともりIII'| ､l'に接する、 5)左ｲiのIMM<板はほぼ同じ大き

さである， 6)蝸ﾉ'二殻はふくらむ, 7)1i'1耳骨前突起の|ﾉ1面に

はmedialgl-ooveが発進する、 8) intemalacousticmeatusの外側

は､|え｣Ⅱである．

これまで1 1本旅のケントリオドン類として記械された標

本は北海道秘別川の沌ノ上〃iより産出したKe""｡/o“〃

ﾙo6e(〃(lchiShima,1994),Okazaki(1976)によってE"ﾉ･ﾙ/"o-

c/eわﾙ/lysp.Bとして記‘放され，後にBamesandMitchcl (1984)

によってaff.De"ﾙﾉ"oc""[ﾉﾙ/c/""?とされたll皮阜県瑞浪市の

珊浪1縛群産標本、 冊Il舟県の多fY)W僻より産出した

Kentl･iodontidaegell. etsp. indet. (佐藤長谷川, 2001) , そし

て北海迫阿寒lll1.のII?:内〃I群より産lllしたL/o/"力cxYsp(11 1 1

l l l ・木村, 2002)の合計4標本である~ またそれ以外では詳

細なi氾仙はなされていないものの，好手県のl i'lノ沢層，長

Ⅲ〃14の1' iii ''Il':jIYi群，三InJILの一志川榊からもケントリオドン

弧のjﾉ剛|が紺11『されている(鹿lHlほか, 1973;堤谷川ほか，

1988i火ｲl.ほか, 1999) .

次に! | ' |Iルコレクションに含まれるクジラ頬標本の多様性

についての検ii,Iを行う‘ はじめにハクジラ奴について検討

するⅢ畷のみに舟Lづいて検討を行うと， 中島コレクショ

ンにはマヅコウクジラ弧(腿谷川ほか, 2001)及びケントリ

オドン狐， そしてこれらとは|ﾘlらかに)'4なる形態をもつハ

クジラ如楪水(GMNI-l-PV-101 1 )の少なくとも合計3繩が含

まれている(Table l) ~ またI肘に注| |した場合では, liil述の

楪水とはlﾘlらかに災なる形態を持つ遊離I[櫛のみからなる3

梛蚊の楪水が含まれている(GMNH-PV-66;GMNH-PV-92,

93-2, 1012;GMNI-I-PV-498) ~ ただしGMNH-PV-1011では歯

は保存されていないため4111､fj､'､(では比較することができな

い~以kより、 ' | ' $l ,'ルコレクションには少なくとも5繩，可

能|ﾉ|ﾐとしては6仰のハクジラ弧が念まれていると考えられ

る．

次にヒゲクジラ弧について検討する． 'l'烏コレクション

に含まれるヒゲクジラ凱化イ,~では、 これまで腿谷川ほか

(2002)によってβα/αe/7o/)/どノ"qsp' (GMNI-l-PV-794)が州{｣fされ

ているただし， この柳本はﾉri l l l '| 'l' , _kl1兜骨、尺'H'からな

り他のヒゲクジラ弧標本と|| ! l鞍比岐することはできない．

また' | ' ,l !ﾋﾙコレクションに含まれるヒゲクジラ狐標本のうち

蚊擶が含まれている標本はGMI-IN-PV-93-lのみであるが，

このlﾂﾘ{水は1)ij述のように二次|'|1変11ｼの影禅によって，現時

強く発達する．骨休はill冊に比べて比鮫|'|り便い、 水裸本はll1

馬県立歴史博物館(1993) lX|版47-1において|叉|示されている‘

Cetacca

クジラ知

標本番号:GMNH-PV-93-4

産出層準：富岡層群li(旧篠j首

保存全長は190mmの尺骨である． 近位端及び速位端とも

に破損により形態は不明瞭である‘近付端では11頭突起の

一部が保存されている~ 本標本は群賜liL立歴史|1j物鮪

(1993)図版47-1において図示されている‘

Cetacea

クジラ類

標本番号:GMNH-PV-93-3

産出層準：富岡層群原川篠居

多孔質の骨断片からなるが，標本の部位は不lﾘlである

垂
我

二
一
口

至
諦

中島コレクションに含まれるクジラ奴化ｲiは全て1i liil'1M

群より産出した標本である．富岡M群は群賜県の1糊IﾉLi部に

広く分布しており， これまで富岡〃I群からはクジラ頗(良

谷川ほか2001 ,2002)以外にも束柱顛(長谷川. l l l ! | i , 1987) ,

鰭脚類(長谷川ほか， 2000) ，鳥類(Matsuokaem/.,2001) ,魚

類(後藤ほか, 1978, 1983;尚桑, 1999)など豊1'i;iな脊椎動物化

石の産出が報告されている． また群!@!j県より雄lllした海ﾉli

哺乳類化石の概要については宮lllW(1988)が柵'iしている．

常岡層群は下位より牛伏j禅，小lll爵岬，丼戸沢11Y| ,原HI篠

層，庭谷居，原市層，板鼻層にⅨ分されている(大ｲi･ ,','fi橘、

1990) .富岡層群の年代に関しては，生A剛序学|'|1研究や狭

在する縦灰岩を川いたK-AI法、 40Ar_39Ar法， フィッショント

ラック法などにより多くの研究がなされている(Saito,

1963;Matsumaru,1967;Takayanagie/"/.,1976;IHi柳ほか，

1978;柴l l lほか, 1979;KasLlya, 1987;Odine/q/., 1995;11;村・

大平, 1998,2002;須藤ほか,20021

中烏コレクションに含まれているクジラ如化ｲ1.標本のほ

ぼ全ては群蝿県安巾11jを流れる{ilI水川流域より発兄された

(Figurel) .今'且|扱った標本は' |部｢|'新統及び上部' | '新統1く

部の富岡層群原Ⅲ篠層(1 l標本) ,庭谷ﾊｲ(llﾘﾘ{*) , ル1( ' i"「《I(26

標本)及び板鼻屑( I標本)より産川した． これらの地k'iの絶

対年代に関しては, 1爪田篠屑とド位のル戸沢〃fiの塊界に狭

在するﾙ11田篠凝灰岩の年代が、 15'2±0.5Ma(野ｲ､l ･人:､|え，

2002) 、 また原｢ij屑とその下位の庭谷川の境界に狭ｲ[する

穴岡凝灰岩が13.5±09Ma(野村･大平1998)と》ﾄM1'iされてい

る~ また，岐も多くの標本が発見されたj!i( ' |il',Y,lに狭ｲl2する

北村凝灰岩及び馬場凝灰岩の年代はそれぞれ1 l .79=t

0.08Ma， 1 1 .29±0｣2Ma(Odiner"/.､1995)と柵↑[Tされている~
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Tablel Listofthecctaccanfbssils intheNakajimacollection.Abbrcviations・ ca, carpalbone; 11･,bone il･agment;hLI,

humerus;md,mandible;me,metacarpalbone;pe,pcI･iotic; ra, 1･adius; ri, rib; sc, scapula;sk, skull; th, isolated

tooth: ty,tympanicbulla;ul,ulna;ve,vertebra､

Specilnenno
(GMNH-PV-)

｢axon preservedmaterial Formatlon

Physeteridaegen. etsp. indet 581 md$ th Haraichi

Kentriodontidae 91 sk, thve, rl Haraichi

l<entriodontidae
D ~1 』･~1

95 sk,pe, ty, th, sc,ve, ri Haraichi

Kentriodontidae 65 sk,pe, ty,md, th,ve, rl Haraichi

Kentriodontidae 832 skmd, th Haraichi

Kentrlodontidae 833 skth,ve Haraichi

lOlOKentriodontidae sk, pe, th Haralchl

privatecoll .

(H.Nakailma)
J ダ

Kentriodontidae sk Ha旧Ichi

privatecoll.

(HNakajima)
Kentriodontidae sk Haraichi

Delphinoidea 500 Haratalinope

Odontoceti 101 1 sk, pe､ t> Haraichi

HaraichiOdontoceti 499 sk, hu, ul , ra, ca]me

Odontoceti 66 HaraichitV､ th

Odontoceti 498 th Haraichi

Odontoceti 497 th, ve, ri Haraichi

92Odontoceti th Hara旧jino

OdonIoceti |012 th Hara旧iino

OdonIoceli 93-2 ０，．

．

Ｊ

‐

ｈ

ａ

Ｃ

＋
Ｉ
Ｌ
ｏ
ｏ
Ｉ
ｊ

ａ

ａ

ｒ

ｒ

ａ

ａ

Ｈ

Ｈ

th

794 Sc、 hu. Lll . veBa/"e"Op花ﾉ昼αsp

' 1Cetotherildae" md()13 Haraichi

MvsIIceti 1014 md､ t， Haraichi

Mvsticeti 班

帥

md Harataiino

MVsticeti md Haraichi

MystiCeti 93-1 HaratajinoSK

Mvsticeti 1020 tv. th Haraichi

1015 Haratajinoａ

ａ

ｅ

ｅ

Ｃ

Ｃ

ａ

ａ

ｔ

ｔ

ｅ

ｅ

Ｌ

Ｃ

Ve、 r

1016 Haraichive､ rl

ハ』

しe旧cea 1017 Haraichive， rl

Ce旧cea 10l8 Haraichive

Cetacea |019 ltahana11

Cetacea 94 Haraichive， rl

ハ』

しelaCea 61 tV､ hu， ra,ve Haraichi

89(Jetacea NiwavaS［
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点ではその詳細な形態は不明瞭である．

さらに下顎骨に注目した場合では， 巾島コレクションに

含まれるヒゲクジラ類では4標本で下顎'H'が保存されてい

る(GMNH-PV-90,598, 1013, 1014) ~ これらの比較を行った

場合，筋突起の形状及び下顎骨の大きさが著しく異なる

点，下顎骨の腹側緑形状の違いによって少なくとも

GMNH-PV-1013とGMNH-PV-598の2種を区別することがで

きる．以上より中島コレクションには少なくとも2種のヒ

ゲクジラ類が含まれていると考えられる．

以上のように中島コレクションには多様な中部～上部中

新統産クジラ類が含まれていることが明らかとなった． こ

のような巾島コレクションに見られる多様性は当時の北西

太平洋域における多様なクジラ類動物相の存在を示唆して

いる．今後， 巾島コレクションに含まれるクジラ類標本

の， より詳細な分類学的検討を行うことで当時の北西太平

洋におけるクジラ類動物相の実像を|ﾘ1らかにするための貴

重なデータが得られるであろう．
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Abstract

CetaceanfbssilsintheNakajimacollection

KIMuRAToshiyuki,TAKAKuwAYlli,andHAsEGAwAYOshikazu

G"""7αMMz/sど"ﾉ〃Q/~/vﾋｨ""綴α/〃/､9/Oﾉ，ノ

/674-/Kα"?/A"ﾉ℃/wq, 7b"7/oAα,G""ﾉ"α370-2345, ~ﾉﾋ"α〃

TheNakajimacollectionconsistsofmanywell-preservedfbssilsmainlyfi･omtheMiddleMioceneof

GunmaPrefbcture, JapanThespccimenswerefbundandcol lectedbyMr.HajimeNakajimalll this

papcr,weespeciallyfbcusonthecetaceanlbssils in theNak"imacollection.Thespecimcnswere

lbundintheHaratfUino,Niwaya,Haraichi,andltahanaFormatio11s,TomiokaGroup (Middle-eal･ly

LateMiocelle) . IntheNakfUimacollectioll, at least twospeciesofMysticeti andfivc (possiblysix)

speciesofOdontoceti areincluded.TheSecetaccanfbssi ls intheNakaiimacollcctionwellrepl･esentthe

high-diversitvoftheMiddleMiocenecetaceanflunainthcwestcmNoI-thPaciflc.
ｰ ン

KeyWords :Nakaj imacoI Icclio11,Cctacca,Odo'1t(1cti,MysIiceti,TomiokaGI･oup,Mioccne,GullmaPI･ctecture

Bull.GunmaMus.Natu.Hist. (7) : 19-33
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鐸:舞冒

…篭壹 ，竃…拝き鑿畠罐

Platel

A:Kentriodontidae,GMNH-PV-91,skull,dorsalvicw B:Kentriodontidac,GMNH-PV91,ribsandvertebl･ae

C:Kentriodontidae,GMNH－PV-95, skull,dorsalview D:Kcntl･iodontidae,GMNH-PV-65,skull, tympanicbl

E,F:Kentriodontidae,GMNHPV65,periotic,ventrolatcl･alanddoTsomedialview

Scalebars :AD、 10cm;E,F, 1cm.

skull,tympanicbullac,ribsandvertebrae
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一覇辱尹マー一再両夢
謬
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夛識曇冊燃'‘蕊
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A

Plate2

A:Ke

C：KC

A：Kentriodontidae

C:Kentriodontidae

Scalebar : 10cIn.

GMNH-PV-65,mandible,ventralview

GMNHPV832、mandiblc､velltralvieIN

B:Kentriodontidae,GMNH-PV-832, skull,dorsalview

D:Kentriodontidac.GMNH-PV833、skull、dOrSalviCM
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Plate3

A:KentriOdOntidae,GMNH-PV-1010,skull,lateralview

C:Delphinoidea,GMNH-PV-500,periotic,dorsalview

E:Pontoporiidac,GMNH-PV-lOll,tympanicbLllla,medialview

G:Odontoceti,GMNH-PV-499,skull，dorsalview

Scalebal･s :A，F-H, 10cm;B-E、 1cm．

Kentriodontidae,GMNH-PV-1010,pel･iotic,ventrolateralviell

Odontoceti,GMNH-PV-1011,pel-iotic,ventrolatcl･alview

Ｂ

Ｄ

Ｆ

Ｈ

Pontoporiidae,GMNH-PV-1011,skullandtympanicbulla,dorsalview

Odontoceti、GMNH－PV－499、humcl･us, Lllna， radius
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Plate4

A：00A:Odontoccti,GMNH-PV-498, teeth

C: "Cctothel･iidaC",GMNH-PV-1013,mandiblC,latCralvi画恥

E:Mysticeti,GMNH-PV-598,mandible, lateralview

Scalebal･s :A,B， lcm;C-F, I0cm.

Ｂ

Ｄ

Ｆ

OdOntOCCti,GMNH-PV1012,tooth

Mysticeti,GMNH-PV-1014,mandible,lateralview

Cetacea,GMNHPV-1015、 ribsandvertebrae
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plate5

Cetacea,GMNH-PV-1017,axixandcervicalvertebratc

Cetacea,GMNII-PV-1019,bolle廿agmCnt

Cetacea.GMNH-PV-831.1-ibsandvertebrae

A:CetaCea,GMNH-PV-1016,1･ibsandvCrtebrae

C:Cetacea,GMNH-PV-1018,caudalvertebrae

E:Cetacea,GMNH-PV-89,scapula

Scalebal･s : 10cm.

Ｂ

Ｄ

Ｆ


