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完全剖出された中新統富岡層群産"アンナカコバネハクチョウ"標本の骨格要素

松岡廣繁! ・長谷川善和2 ・高棄祐司，

’京都大学大学院理学研究科・地質学鉱物学教室：〒606-8502

2群馬県立自然史博物館：〒370-2345群馬県富岡市上黒岩1674-1

要旨群馬県安中市原市の碓氷川河床に分布する中新統富岡層群原市層から産出した、 ‘‘アンナ

カコバネハクチョウ，，と呼んでいるハクチョウ族鳥類の骨格化石(GMNH-PV-678)を、母岩から

すべて取り出して、各骨格要素の肯'学的観察を行った。一部の骨についてはX線写真の撮影を

行った。母岩表面で従来から存在が知られていたものの他に、新たに右涙骨・左方形骨・右烏

口骨・癒合していない肋骨の鉤状突起などが発見された。

アンナカコバネハクチョウは重要な部分のほとんどが産出しており、極めて保存の良い成烏

化石である.骨の部位の同定については従来の見解から修正したものもある． “アンナカコバネ

ハクチョウ”では、上肢帯の遠位の要素が退縮している;上腕骨は骨端が小さく骨体が直線的；

烏口骨はきわめて細長く華菩；涙骨が脳頭蓋コンプレックスに癒合しない；骨盤に癒合しない

尾椎が存在する；長骨の骨壁がきわめて厚い、などの顕著な特徴が見られる。これらの特徴か

ら無飛翔性の烏類であったことが明白である。同様に無飛翔性と考えられる化石ハクチョウ族

の、北米カリフォルニアの中新統産〃電α1o[j'/es"1o'E//jo"jHoward,1988(脛足根骨・上腕骨近位

部・大腿骨)との比較からは、 “アンナカコバネハクチョウ”はA姥gα/･か“届ではないと考えら

れる。

キーワード：安中， “アンナカコバネハクチョウ"，ハクチョウ族，無飛翔性鳥類，冨岡層群~群馬県
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A姥αﾉoEj'fes'"o均A･"IHoward,1988､ aMioceneswanfromCalifbrnia, the "AnnakaShort-winged
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直接用いたハクチョウ族現生種の比較標本は， コハク

チヨウQIg""s6ew/c"組立全身骨格(群馬県立自然史博物

館蔵) ，コクチョウQ管"躯α"鍾切s全身骨格(京都大学地質学

鉱物学教室蔵) ，コブハクチョウC)g"""/oI,全身組立骨格

(国立科学博物館蔵)である~Howord(1988)で記載された，

"電αわか“〃池呵ﾙ｡"/の模式標本及び同属に同定された化

石5点(カリフォルニア郡立博物館LACM122979,123991,

123992, 123993, 123995)のレプリカとの形態比較を行っ

た．本論文中の解剖学用語(英語)はHoward(1929)にした

がい，その訳語はローマーとパーソンズ(1983;平光属司

訳)を用いた‘

GMNH-PV-678の上腕骨・尺骨・手根中手骨・大腿骨・脛

足根骨・足根中足骨・下顎骨と，現生コハクチョウ組立骨

格の翼の要素については，群馬県立医療短期大学診療放射

線学科の協力を得て}X線透過写真を撮影した．使用機器

は島津製作所製「インバータ式x線高電圧装置」で，使用

条件は50kV･200mAで80ミリ秒間照射した．

はじめに

群馬県立自然史博物館蔵GMNH-PV-678は，鳥類のほぼ

全身の骨格化石で,群馬県安中市原市の碓氷川河床に露出

する中新統富岡層群原市層から, 2000年1月|司市在住の中

島一氏によって発見された． きわめて保存状態の良い化石

で，ガンカモ目に同定され，中でも大型で首の長いハク

チョウ族の特徴を示すが， これに対しMatsuokaetal.

(2001)は，上肢帯の遠位の要素が退縮しており，飛ばない

烏の特徴を有することを指摘した．そしてこの古鳥類を，

“アンナカコバネハクチョウ，， と呼んだ．松岡ほか(2002)

はこれを富岡層群の海洋性鳥類相の一員として挙げた．

“アンナカコバネハクチョウ”の追加標本は得られておら

ず，今日までこの1個体分の化石が存在するのみである．

この化石の詳細な骨学的･分類学的研究を進めて，種の

記戦と生態の復元をする必要がある． しかしこれまでは、

各骨格要素が母岩上で半埋没状態であったので，立体的な

観察ができず， また骨どうしの重なり合いから椎骨などは

正確な保存部位が不明であった．

そこで群馬県立自然史博物館では群馬県教育委員会から

教育文化施設調査研究費の交付を受け， 1枚の板状の標本

に整形されていたGMNH-PV-678を，各骨格要素に分離す

る 「完全剖出」を行うことにした．作業は群馬古生物研究

会の高山義孝氏があたった‘剖出(クリーニング)にあたっ

ては，歯科用デンタルマシン，小型ハンマーやタガネを活

川した．標本の化石化の程度は高く ，硬度も-'一分あって，

最終的には金属製のブラシを用いて表面の母岩をほぼ完全

に除去することができた．

本論文では,今回分離された各骨格要素について，新た

に判明した事実を前2報の記述に追加し、 また前報の記述

の一部を修正する． さらに．Matsuokaetal. (2001)以来未

解決であった，カリフォルニアの中新統から報告されて

いる同じハクチョウ族の化石烏MEgα/oか“""'ず力･"j

Howard, 1988との比較を，群馬県立自然史博物館が新たに

入手したレプリカに基づいて行う．

Mｾg"/o[j'r"'"o，可ﾉIC噸は脛足根骨が完模式標本で，大腿

骨と_上腕骨の近位部分が同種のものとして報告されている

(Howard,l988).Howardは本種の記載において， この脛足

根'胃'に潜水性への適応を見いだした． またA"電α/ひか“に

同定された上腕骨近位部の化石には，上腕骨稜

(deltoidcrest)が貧弱なところなど、更新世の無飛翔性カモ

類c/ie"CiWesR(例えばHoward,1947a,1947b,1955;Milleret

a1. , 1961)に共通する形態的特徴が指摘された.C/7"(/W"

属にはC. F""/e〃とC. l"w/の2種が含まれるが．いずれも上

肢が退縮した典型的な無飛翔性鳥類である．大型で重いハ

クチョウ族鳥類の体格も考慮すると，その上腕骨に復元さ

れる筋唾は飛翔には不十分で,M2gfr/ociW"はほぼ無飛翔性

であったと考えられる‘

化石の成長段階について

“アンナカコバネハクチョウ”が，成長過程にある幼烏で

あるのか， または種としての形態が完成された成鳥である

のかは，記載の根幹に関わる問題である.Matsuokaetal,

(2001)は省略して議論を進めたが，本来まずGMNH-PV-

678の成長段階を明らかにしなければならない． ここでま

ず個体発生の段階を判断する．

鳥類において，骨格からその個体が成鳥であるか否か

は, 1 :成鳥のサイズに達しているか, 2:纈密骨が薄くて硬

い，いわゆる中空の骨であるか， 3腱や靭帯の付着部が明

瞭で，骨の表面がシャープな印象を備えるか，の3点に着

目すると，判別することができる(松岡，印刷中) ． とくに

着目点2と3は, 1点の骨のみでその個体が成鳥であるか幼

烏であるかを識別する根拠となる．成長途上の個体では，

各骨は全体が軟骨質で粗雑な化骨状態であり，骨の表面は

ラワン材のような繊維状の質感を呈し，靭帯や腱の付着部

はほとんど認識できない亜成鳥の段階でも骨端部など化

骨の端末部は軟骨状態が残る‘それが成鳥となると，骨端

部まで滑らかな特徴的な質感を示す． また一般に，鳥類の

骨格におけるサイズの変異は小さい．

これにしたがってGMNH-PV-678を観察すると，すべて

の長骨において，その骨格要素はいずれも表面の諸構造が

確固としており，形態的特徴が明白である． また骨質は纈

密である．上腕骨と脛足根骨では破断面を観察することが

できて，織密骨による骨壁の内面(髄腔側面)は平滑であ

る． この様子はX線写真(図版12)でも明らかである．一方

で、頭骨や骨盤には要素の癒合が進んでいないなどの相反

する特徴も見られるが， これらの部位でも化骨程度は高

い．
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総合的に判断して，化ｲiは成,!'､〉のものである．化'| &i'の状

態から，各骨が現状以上に{ll'長することはあり得ないから

である．頭H'や骨撚で癒合していない典素が存ｲ|fすること

は，成長段階が低いためではなく，癒合しないまま( ! |#<'| 'i"

または結合組織で給ばれる，化H'していない状態の部分を

残したまま）全体的な形態は完成していたのだと湾えられ

る．

よって以下に記す各'H･格要素の形態|'|勺特徴は9 "アンナカ

コバネハクチョウ"の極としての特徴である．

りもかなり速位に位li''lしており，歯H'部分が相対的に長

い．方形'| 'l･とのl11節liliにはとくに特殊化は見られず，ガン

カモ蛾一般と|司様, 11ii後ﾉｿ向に満が2本並ぶ．X線写真で

は, 1'卿'| !i'はド!棚満(malldibulargroovc)部分が薄いことを示

すほかは均質なように襯察される．

方形骨

/,i/j形'H' : |Xl版2-3

ノIﾉ形‘|，|･も今|同1の完全剖川によって初めて保存されている

ことが分かった要素である~左方形骨が発見された~眼窩

突起(orbitalproccss)を欠損し，やや扁平化しているが，ガ

ンカモ蚊に特徴''1，な’下部が広くて丸みのある形態を保存

している．

各骨格要素の特徴

脳頭蓋と涙骨

脳頭蓋:図版1-1

右涙骨:図版1-2

頭蓋骨はIIWIII糸部を欠き、脳頭蓋部分のみが残されてい

る~ これは圧密によって上下に扁平化しているとともに，

前部をやや左側方にIⅡIげるように変形している． ルI'| ,I･

(lachrymal)は今回の剖lll作業I | 'に頭'| 'l･近傍の仰沿!II(地〃｜

巾のやや上位)から，右涙H'がほぼ完全な形で光兄され

た．

脳頭蓋コンプレックスの前端は鼻'| 11'が二股に分かれてい

て， さらに，先端部には前後ﾉﾝ向の条線が刻まれている．

この特徴によって，鼻'H'一前籾'H' |川の辿鼎,'iは允令に化'| &|'し

ていなかったことを示している． 1f密変形のため確定|『'9で

はないが，後耳骨(opisthotic)の突起がかなり伽く ，かつ後

方へ向いていることが特徴的である．脳蚊擶コンプレヅク

スの涙'H'との接合|111と，浪骨の脳蝋纈(JIIIL'| @|･と|'lij皿'| ｡l')と接

合するはずのII:(線的なi'fl{分はともに，破断liliではなく洲~ら

かな骨確である~ ここから涙'| |j･は, ﾉli，息､11 11キには111il班擶に

対してH'性癒合をしておらず，それぞれの表liliをli'''i成する

薄い1M(骨どうし， または結合ﾎⅡ縦で迎ﾎ,'iしていたことにな

る．ガンカモ類では成鳥となると,"'H'とllii皿擶コンプ

レックスの間は縫合線が残るものの‘| '|''|､ﾉ'3のしっかりした迎

結をするのが迪','itであり、本化ｲ,~の状態は特出である．

椎骨および骨盤

頸椎: |叉|版2-6, 2-7, 3-1 , 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7， 3-

8， 3－9

111帷: I叉|版4-1 , 4-2, 4-3,4-4,4-5, 4-6

'|'l．樅: |xl版4-7, 4-8, 4-9, 5-4, 5-5

尼帷: |叉|版5-1 , 5-2, 5-3

椎'| ‘|'は, 'i!l'樅の捜合il l l骨を除き，頸椎11,胸椎6,尾椎3

ﾉ､I､(がlill認された． この内，頚帷･胸帷はいずれも圧密によ

る変形を受けており，いくつかのものはかなりひどく扁平

化している．頸帷と1liﾘ椎については前紺でも識別を試み一

定の兄解をi氾しているが，今回完全剖出された状態であら

ためて部位の決定を行った部位の決疋には, II|1絲鰊・横

突起・ ﾄ突起および前後の|%I節突起などの発達程度とその

辿統''1'2と，帷体の前後1とと椛休関節liliのノムがり具合を観察

して， イ|,'il)jllに解決した．結果的に，いずれの帷骨も部位決

定に' 一分な｣|,i'ifliを保ｲfしており，母岩'l 1では折り重なって

いて､ﾄl1然としなかったものも，部位をほぼ確実に決定する

ことができた~

皿'| ‘ |'近傍の2点は、それぞれ鮒3．節4頸椎(環椎を第1頸椎

とする)である~ これらは全体にIIIFiが狭く ， とくに帷体が

illi腱い特徴がある残りの頸椎は第15から第23(最終)頸椎

に' '1疋された．尼方の頚椛と川椎はよく保存されているこ

とになる．

llﾄﾘ帷はおそらくもともと7つあったもののうち，鋪4胸椎

が失われ，鮒lから第3と弟5から節711ﾘ帷が保存されている

と薄えられる. ll"椛数が7と考える叩ll1は, 6点の胸椎化石

を二分するように，椎休腹縁のﾄ突起(hypapophysis)の形

状の辿統‘'1|｛に断絶があり, ' | I間にもう1点の椎骨の存在が

旭疋されるためである．第3胸椎がひどく変形しているこ

とから，隣接する第4頚帷は続成の過程で破壊されてし

まったと思われる．ハクチョウ族の胸椎数は5～7で, “アン

ナカコバネハクチョウ､'は胸帷数7のコクチョウなどと共に

比鮫的l111椎数が多い特徴があるといえる．

I1M帷について興味深いこととして，通常烏類の胸椎は神

下顎骨

左下顎‘骨' :図版1-3,2-2

右下顎骨:図版1-4,2-1

下顎骨は左右ともほぼ光全な姿で保存されている. 1I1人

の特徴は腹側にlulの弓なり型をしていることで，ハクチョ

ウ族としてばかりでなくガンカモ|可全体としても， この形

態は特異である． これをMatsuokactal.(2001)では「食!|'ﾉliの

特殊化を示すものか化石化の過程で変形したものかは， ノリ

岩からとりだして観察しないと分からない」 としていた

が，今回完全剖出されたことによって，若干のねじれはあ

るものの変形は軽微で，湾曲はこの烏の'|茎|･格の特徴である

ことが確認された． また筋突起(coronoidprocess)が皿'鮒よ
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/fイiのⅨ)}llはついていない． また左肋'H'脊椛部5本は形態

l'|1に迎統性があるが，正確な部位は決定できなかった．各

要素はいずれも骨体の充実した頑丈なものである．

肋'| ,l'における蚊大の特徴は，肋骨胸骨部の｢鉤状突起」

が、いずれの部位においても，肋'H'体に癒合していないこ

とである．鉤状突起が付着する小さな関節面が，左肋H脊

椛部の大きなもの3点に明瞭に認められる~鉤状突起は烏

弧の個体発生において肋'|上|'とは別の皮骨性起源を持ち，完

全には一体化しない変異も存在するが，通常，成鳥では肋

'| [l'体と施合する． ‘‘アンナカコバネハクチョウ，'はすでに成

ﾉﾙなのにも関わらずこれが癒合していないことになり，特

異である‘

経突起の先端部に化骨した腱を伴うが，化ｲiのifll l l l ' l !それ

に相当する細い'H'状榊造物はいっさい認められなかった．

このような化'H･した腱は前後の帷'H'がしっかりと辿箭Iiする

のに役立っているものである． また頚帷でも，肋'|‘|'突起が

迎常よりも知くて特異である．

'H'盤について,Matsuokaetal.(2001)は休幹にﾇ､l~して小

型すぎることに着Hし，一方，頸・胸帷の数が一般的なハ

クチョウ族のパターンと違うとして，複合{| | | '間' (synsacrum)

が通常よりも少ない椎'H･から椛成されているのではない

か， と推論した．今回骨樅の腹|1II1面まで剖川されたこと，

また椎'H'化石がすべて部位決定できたことから，改めてこ

の問題を検討した．

まず， “アンナカコバネハクチョウ”のlliI椛数はMatSuOka

etal (2001)が想定したよりも多くなく，4J生ハクチョウ族

のバリエーション(5～7)に含まれる7であると考えられ

る． さらに，今| 'IIWIl lHされた化イiの服側面を観察すると，

複合仙骨を構成するl1ﾄﾘ椎と朏椎は合計6または7であり，ハ

クチョウ族では通常7であるのと変わりないまた化イI･の

複合仙'H'の腹側面には,雌前の帷'H'の樅突起先端ifl{には|ﾘl

瞭な肋骨小関節Im(costal facet)が存ｲ|畠し， ここに|桃1節して

いた肋'H･がしっかりとした肋,H･i,'it!il(tubc,℃le)を111iえたも

のであったことを表している． こうした特徴から, '| 'l樅の

前部には，前州で惣定したようなllf1椎の不癒合はないと考

えられる．

一方，後方部分は尾椎の不癒合がIﾘlらかである． これは

前報においても，複合{l11 1 | 'l･および腸| ' |'の後方へのｲ'll推が輝

くて，骨盤の1'71!!ll im側が服'|』|-角(ischialangle)を11Iﾉ､'､(として

大きく切り込んだ形態をしていることから，強く示唆され

ていた．今| ' ' |の腹{11ll面の剖lllによって，辿',iifはlOll ,'ill',l皮の

尾帷が複合｛lll'H'に癒合しているのに, "アンナカコバネハク

チョウ”ではそれが6個にすぎないことが､卜l1 1ﾘlした． もっと

も，複合{l l l骨のどこまでが仙椛で，どこからが尼帷である

のかは，ﾄl1然としないので、数え方に不|ﾘl碓な,'､'､(もあるが、

少なくとも後方の尾帷が少ないことは|ﾘlらかである．

単離した尾椎は3点ある． うち1 ,' ､1,(は複合{| | | ｣ | ‘ |'の尼端に接

して化石化していて、癒合しない1世椎の蚊近位のものと考

えられる． 3点は形態的に辿統し，皿'術ならば複合{| | | '| ‘ |'の

一部を描成する部分にあたると考えられる． 1も椎は帷体

(centrum)がよく膨れ大咽である．

胸骨

川'冊'片: |叉|版7-3

川'|，|'は，後外側突起(posteriorlate'･alp'･ocess)と思われて

いたものが，たまたま|隣接して化石化している肋』H'の一部

と1(l1 1ﾘ'し，全体像が不|ﾘ1な状態である．上縁・下縁ともに

欠批しており, llﾄﾘ'H'の巾位部分が保存されている．胸H'稜

(carina)の右側而のみは比較的良く観察できるが，胸骨面

(stcrnalplate)と1M'ILi'稜の境界は投傷しており不明確で，胸

‘' 1|'稜のl''!/iさは不|ﾘ1.なお胸骨稜の,笥さを確認するには，現

ｲ|;まだlｿ:糊が残されている標本の異側(II'H稜の左側面)を

,､fll l l lする方法があるが，化行がきわめて薄質であるので，

今|川|はできなかった．

Ⅲ'|‘|稜の側面には，腹側縁から雄大(最上部において)約

1cmほど11ﾃ側に, |ﾉ1側筋線(inter,nuscula,･ line)が認められ

る． この筋絲により，烏| l l亘筋(小l1町筋)はﾎl1l長く胸骨のか

なり卜部まで述していたことが考えられる~ また保存され

たif11分では，人川筋の川'H'稜に添った深さは11A大で約lcm

で下i'flIに行くに従って浅くなる様子が側察される．川'H'稜

のll21!1 ll絲は||11,i lmmほどしかなくて， きわめて薄く ，大I"筋

のf濁りさを反映していると考えられる．

烏口骨

{i｣' |'､ｹl l '| | |' : IX|版7-4

11ij剛ではｲ<|ﾘlの'i |i'片とされていたものが，ほぼ完全な右

ﾊｳ| | '| ;l'であることが判|ﾘ]した． これほど大きな骨が部位決

定できなかったf'l! lllは，特殊化が著しく通常の烏| I骨から

かけ離れた形態をしているためである.*1(Iiは破損してレ

ジンでll'flめられているが，腹側の露出部はほぼ本来の輪郭

を表していると思われる．

杵しく皿尼方向に細長く，胸骨との関節面は狭い‘前烏

l l '| ｣l･ (Procoracoid)は､|1然としないが痕跡的なようである．

HII'H'頚(neck)が短く，肩関節窩(glenoidfacet)は頭側に

寄っている．肩lkI節窩の腹側唇は小さくて，その面積が狭

いことを示している． '肖'頭(head)と胸骨窩(stemal facet)の

腹側唇はともに，丸みを,冊びており輪郭が鈍い~

肋骨

肋骨脊椎部:図版6-1 , 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-1()

鉤状突起:図版6-6

肋'H'胸‘H'部:図版6-7, 6-8, 6-9

肋骨は，左肋骨脊ｲ||;ifli(rib)5点(うちほぼ完全なものが4

点) ，不完全な右肋'H'脊椎部と思われるものlﾉ､I,(,肋'|'l'IIm'| 1|'

部(stcmalrib)3点，および噸_離した鉤状突起(uncinatc

p'･ocess)が確認された~肋骨l1"'H'部と鉤状突起については
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大きさのｲIl述を除き， これときわめてよく似た形態をし

た烏口’'1'が， 史新l l I:の無飛翔性カモ類cﾙe"‘師"偶に兄ら

れる(Howard,1947a;Milleretal.,1961) ．著しく伸長した形

態や,小さなj, I IM1節海痕跡|，|勺な前烏l l骨などの特徴は，

111(飛翔化を示す特徴であると考えられる． また全体的に表

面がざらついた憧感を呈し，輪郭が丸みを州舅ぴている此辿

点があり， これらの烏顛では烏I I骨の化骨の進行が令身の

I | Iでｲ| |#､11'I1に通かつたことが考えられる．

尺骨

左尺'胃' :図版9-1

右尺骨: |叉|版9-3

左尺骨は完全剖出されたが，右ﾉ('| ｣i'は掌側がレジンで裏

打ちされ，肘側面のみが観察できる． ノ,2尺'| !l'のx線写真を

服影したが( |叉|版12-3) ,圧密による変形がひどく ，内部構

造はよく側察できなかった．

輝く ，全長は上腕'H'の約57%.Wl l l lがほとんどなく 、直

線'''1である．肘頭(olccrano,,)は近位端に種いかぶさらず，

むしろ反り返るようで，かつ|刈側外{!!llの関節補(intemal

andcxtemalcotylae)は浅い．近位端のl1l節面が骨休の長軸

方向に対してなす角が低角である． ノf尺'|,|'はlﾉ1外方向に強

く圧密されているが， もともとはイi尺’|‘l－でうかがわれるよ

うに，かなり円い断面を持っていたと考えられる．次列風

切乳頭状突起(papillaeofsecondal･ies)は兇lllすことができ

なかった．

このような，上腕'H'に対して苦しく純い尺'判･をもつ烏翔

に，やはり更新世の無飛翔!'ﾉ|ミカモガにﾙG/7dW"l,'X|が挙げられ

る(Howard" 1955:Livezev， 1993) .

肩甲骨

左肩I II '| |i' : IxI版7-2

左肩甲'| !l'は完全である．背腹方向の湾IIIがきわめて倣

い~肩1IIf(acro,,,ion)の先端が肩関節窩(glenoidftlcet)の|11"

と同じ位までしか突出しない．后関節窩は小さく円形に近

い．頚部(neck)から後方へ肩甲骨刃休(blade)のIIImは変化せ

ず,その後端はIWiち切られるように終末する．

上腕骨

右|ﾕ腕'| @l' : ixl版7-1

ノ,f上l1mi｣| | i' : |xl版8

左右とも光全である全長に対して両'胃'端が小さい~ |:

腕H'稜(dcltoidc'･esI)が著しく短くて，近位端は'| '|'体から〃i

状に広がっている. '|1-liX(shah)はﾎ|IIく， また直線的で，ル

類の上腕| '|'が迪術示す緩いs字状のカーブはまったく認め

られない．近位端の肘{11l1面はこけており，上腕H｡III(head)

が種い被さる‘気嚢商(pneumaticfbssa)は小さい‘その'ﾉ､1

部は'|，|'壁で種われるが，おそらく巾央稜(mediancrest)に隠

れるように4<(孔(pneumaticfbramen)が開1 Iするようであ

る‘大糸,'i節(extemal tuberosity)は低いが，職状に外側に伸

びる~

′H'体の'|‘|'I朧がきわめて厚く，右上腕'H'の破断|{li ( IX|版7-

Ic)では'| | |'体の|ﾉ､l外(長)径10.8mmに対し髄Ii§は4.7mm, ll,|

掌(")ff9.8mmに対し髄腔は4.Ommあるのみ(平均!| '|-確率

57.5％)となっている． 'け壁が厚く髄腱が小さい様子は,X

線写典( |叉|版12-1a, b)でも明口となっている．厚い'I,l雌は

骨休の全休にわたり，両骨端では全体的に海綿H'質である

様子が観察される~中空率の低さは,比較に示したコハク

チョウの上腕‘| ‘|･ (|叉|版12-8)がきわめて薄い'H'碇からなる袋

状であるのと対照的である．

上述烏|=I '|'|'と| ' rl様に．無飛翔性カモ類であるcﾙe"か“ﾙｴi

の上腕'| #|" (I-Ioward,1955; l964)の形態と，たいへんよく弧

似している~ II1(線''11でil llく ，上腕'H'稜が退縮した近位端の

ため， 「かんざし｣のような輪郭を呈する|を腕'H'は，典｝'il｣|#11

な無飛翔｣|'|;,IAｳ弧の特徴を示すと誉えられる一方で，退化

的なl,lij'| ,l端の大きさのわりには全長は長いままであるとい

え、 イ11対|'11に什休が異様に細長いことになる．

僥骨

ノf棟H' :図版9-2

左桃骨のみが保存されている．ほぼ允全な状態といえる

が、遠位端はレジンで置換されており，特徴は残されてい

ない．近位端付近以外圧密によりルl掌方li'1に扁平化してい

るが，元々かなり直線的と考えられる近位端の尺'H'小関

節而(ulnarfacct)が掌側に突|||しない~

手根中手骨

ノf手根巾手'H･ :図版9-4

ノ辰手根' |'手'H'は完全である．稗しく蝿く 、相対|'|勺に近位

端が大きい．第三III丁骨(metaca'･palll)と鮪|ﾉLI ! | !r骨

(mctacarpallll)はともに直線|'|りで，ほぼ接するように帷

ぶ．蛸|ﾉ[1 ! | !手骨は比i1" |'|1太い. ' l 1 J弓 ,け間空間

(intermetacarpalspace)はスリット状に過ぎない豆状'H突

li:picilbrmprocess)は第三'|1千骨の延腿上に位置するが，

その'|冊と|両lじくらい大きくて， ｜ﾃi火である． ｜ﾉ1側靭帯窩

(intenal ligamentalfbssa)は鍋底状でたいへん深い‘遠位端

は第三・第四巾手骨のなす棒状の'| ,l'体を|断ち切るようで，

mi lll[に面し小さい．

x線写真(図版12-4)から、第三'| '手』| !i'の什体の'H壁は、

4Jノヒコハクチョウ(図版12-10)の場合よりも111当に厚く ，

' ' ' '増率が低いことが分かった． また化ｲI~の仙腔は'H体部分

のみで，近位端には入らないことが観察される．一方速位

端では，関節|mに肉薄する部分まで|畑|鞭が述している
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(intemalarlicula,･surlace)の後端突出部が鋭い稜で結ばれ，

その稜の外|1111 ,近位端|對節面直下は鍋底状にl ' ' lむ‘ 靭帯粗

1ili (ligamelltalattachmcnt)はｲくi川瞭で，そのド部の｣|1'体の内

{!!llへの降起は低い．腓'H'稜(flbla'･crcsl)は近位に滞ってお

り，純い. '| |l･14(shah)は太さの変化も湾| | | Iもなく 、全休に

ほぼmll絲|'Iである‘側Ⅲiで，速位端のド緑は'| ,l'体に垂直な

Imをなす~ ｜ﾉ1側噸(intemalcondyle)の後lili部が|ﾉ1{!!ll後方に

向けて発進し，側面観で'H'体の後縁の延艮よりも強く後方

に突llIする．破断iliで観察すると'H壁がきわめて厚い． ま

たその様rはX線写貞(図版12-2)でもうかがわれる破|断

面では， 、|え均''1りな部分で計測すると,H'確率は50%前後であ

るが，伽腔はiil純な1 11筒形ではなく ，一部には杵しく厚く

なっている,祁分がある．

第三指第一指骨（?）

ノ,鋪三桁第一指骨(?) ：図版9-5

1叉|版9-5に示す化石の部位は第三指弟一指'ILi'と考えられ

るが，特殊化が強くて，確定できない．小さく蝿いがかな

り太い'| ｜ |'である．片面は全体として''l'唆状に1l脚らむが，その

反抑I側のlmはIII央部が深くIIIIむ． この様｣'一からくぼみを有

するliliが外側面と考えられるが， この'Ⅱ|みはまったく舟底

状で，迪',il↑ならば見られるはずの近位111ﾉ'/から遠位後方に

{l l lびる稜は認められない．手根｢IIT,| '|'と|11節するか試みた

が, |%liir liliがそのまま合致することはなかった~ しかし関

節liliの大きさとiliji郭は似ていた．

大腿骨

イi人腿!11' : IXI版10-2

ノ,；人llil｣| '|' :図版10-3

ノ,filiとも完全であるが，いずれも|ﾉﾘ外ﾉ'jli'lに圧縮されて

おり，実|際よりも骨体の幅が狭くかつ1,11後に厚く見えてい

る.X"4'jil,I(図版12-5)も，変形によって'| "1'休部の|ﾉ1部構

造は側察できない．ただし近位端II1辺が海綿質骨になって

いる様rが見られる．

|1il liliは，膝器H･11''i(rotula'･g'･oove)が)IIL','i↑に狭く深いよう

に兄えるが， これは変jlｼにともなって陥没しているもの

で、元々はより浅く平滑であったと冴えられる．骨吸

(head)は球形で大きい．骨虹靭｣l ll; IWi (attachmentofround

ligament)は広大であるがやや後方に寄っており，前面から

は隠れて見えない．大転子(trochanter)はやや強く内側に向

かって，近位端の外側面は内側に湾llllする． 'H'体は全体が

前後方li'lにわずかに湾II11する．速位端では|ﾉ1側噸(i,,ternal

condylc)よりも外側噸(externalcondyle)のﾉ'Jがはるかに大

きい. 11JII '| | |'稜(iiblarcondyle)は外|!1llに推り|||すが高くて，

I1JH|l'i,'''i(libla,･groove)はその1<端部で外|11llにねじれてﾉよが

る．

腓骨

左腓'| ||' : lxl版1 1-1

石腓'| 'i'はll<i<足根骨と接続したままで，左腓'| ｣1'は分離して

化石化していた．共にほぼ完全であるが,/'f腓'| ~|'の標本に

は近位端に部位不|ﾘ1の小骨片が付消したままになってい

る~

速位部分力Wく 、近位端の開節|川がノムくて，命休の側面

側は鋭角の二呼辺三角形に近い．速位の先端,､･fl{分は丸みを

,|||‘ぴている．

足根中足骨

左足根'11足'| !l' :図版11-3

允令なﾉ,f足恨! | 1足骨が存在する. 1ff5fもほとんどないと

考えられるが，外側の滑車(trochleafbrdigit lV)はごくわず

かに|ﾉ､11!1llに折れ込んでいる~ ′H'体の/,ミイi従が|､lil後保よりも

狭く、全休が1!1llﾉ,,,iした特徴を有する. '| ｡l-体の/[;右従は全体

にほとんど変わらない近位端はl弘1節liliが'| | l'体よりもはる

かに||li,iがノムくなるので，関節面I1LIﾄで急､激にi| | | くなる. |ﾉ1

1!'| ・外|!!llのl' l 'illl節商(internalandeternalcotylac)のﾙ'1縁唇部

は低く，稜状ではない．骨体上部の前1mは鍋底状に凹む．

そのド部に迎続する中足'H'前面ii''f(anterio,･metatarsal

groove)は狭く， ''1'体前面は全体的にはむしろ緩やかに膨

らむ腕'' 1|，降起(calcanealridgcs)はお互い独立した4本で，

内|1!llから外側にl1個次煙くなる． また外|!!llのMII'| &|'降起ほど退

化''1勺で， 1，A外側のものは低い稜線状．辿動して'1 '1'体後而の

筋I| |緋は|ﾉ1{11ilのもののみが発達し，外|!1llのものは痕跡的で

内|!1llにiｲfる．近位iliは外側の滑車がやや|ﾉ1{!1IIに折れ込んで

いることを錐しり|いてもIII研が狭い特徴をｲ』し，各滑巾も狭

く↑|､ﾄい~ ｜ﾉ111||の消車(trochleaibrdigitll)は速位小孔(distal

ibramen)のド緑と|!il位に並ぶほど,Wiい位lifiにあり，やや小

さい．速位小孔が独立した孔か下部が外11ll渦叩間欠刻

(extemal i''tert'･ochlea'･ ''och)に連続するかは判然としない．

X"｣'7:l|L(Ixl版12-6)から， '尚'体はきわめて1I11い骨壁から

なっていることが観察される．随腔は近位j|l,i近くではやや

脛足根骨

イi岬足根'H'と腓骨:図版lO-1

ノ,州り止根'H' :図版10-4; 11-2

ブfは完全であるが，右は骨体中位で断絶する．右脛足根

'|:'|'0)'| 'i'休破IWi部は滑らかで，堆枝以liijに破断していたもの

である． イi脈足根'H'近位部には腓｣|@l'が接紬したまま化石化

している~

岬‘| ,|'稜は前ﾉ‘/と ’2万に向けて発進する~外側脈骨稜

(oute,･cnemialcrest)はそれほど外|!!llへは発進せず，その下

線と｣ | ｜ |'体とがなす角は低角である．外{!!|Ⅲ《f'i !|'稜の頂点から

内{1ll111<i< ' | 'l･lf(innc'･c''emialc:℃st)のⅢIj､'､(までの稜線(膝蓋'門’

lXrOtula,･crest)はほぼ届llllせず単洲に|ﾉ1側斜め前'二方に向

かうことになる．内側脛'H'稜の頂J､I,(は近位端|腱1節面よりも

上位|jii/j. l)illiliで内側脛骨稜はほぼ|ﾉ111ll縁に一致して直線

状~ 11<i< '| ,l'II II筋川面(nexo,･attachment)のlt祁と|ﾉ1側関節面



完全剖出された!'噺統冨|,1屑群雄“アンナカコバネハクチョウ，，標本の'|1'格要素 l1

広いが，骨体下部に行くにしたがって狭くなり，骨休の内

外系が簸小となるあたりで最も狭窄となる． |脳腔は各滑巾

内部に連続するが，各滑車は骨確は薄く ，変わって内部全

体が海綿質'汁になる．

上腕骨

比較標本:図示標本・右上腕| 'l' (LACM123995)の

レプリカ(GMNH-PV-1321)

｜xl示棟本･ (iHI兜'H' (LACM122979)の

レプリカ(GMNH-PV-1317)

LACMl23995は成鳥の化1L1.であるが, LACM122979は化

骨の1111度が低く幼烏の特徴を示す‘ ともに近位部分の破片

で，なおかつ保存状態が悪く ，比'鮫できる部分は限られて

いるが, lll1'1な違いが存ｲIfする．

I|側|川で比鮫すると, LACM122979では] | 1央稜は｣ | 'l'体の

｢|'央に近く ，その外{!!llの'|1'頚面下部分は狭い‘一万，

GMNH-PV-678の上腕骨は気謹禰が小さくて， '冊'蚊ドの'H′

体面は腹大である.GMNH-PV-678の気嚢補はその奥まで

完令にクリーニングされたわけではないので|Wi定はできな

いが，気嚢荷の陥入は浅く 、その奥の唯Imに気孔が|)|1くよ

うに見受けられる．一/jLACM123995が示すのは, IM|1も

奥行きも広大な気巽衞で，気孔は存イliしない．

LACM122979の大；i'i節は噸粒状であるが,GMNH-PV-678

ではよく太り大きい.GMNH-PV-678では'け体の'H'雌が衿

しく厚い

V電"0"""10ﾉﾂ加"jHoward,1988との比較

“アンナカコバネハクチヨウ" (GMNH-PV-678)の分類学

的研究で取り残されてきた大きなI川越は．北米カリフオル

ニアの｢'1新統から揃告されているMｾg"/oc加砥"?〔"ずﾙo"／

Howard, 1988との比l鮫である‘ この極はハクチョウ族の化

石烏であり， またはじめに概説したとおり，無飛翔!'ﾉtで

あった可能性が高い鳥であるMどgq/oめ"“""'ずﾙo"/の棋

式廉地はカリフォルニア州ケルン郡SharktoothHillである．

記栽論文に添付された図だけではどうにも判然としな

かったが，今回入手した模式標本のレプリカを観察するこ

とで. “アンナカコバネハクチョウ，，とMegQ/oc加鄙"1oﾉｯｶo"j

は別種であることが明確になった.Megα/ocMes"'()ﾉｯﾙo"j

は左脛足根骨を充模式標本とし，ほぼ完全な左ｲjの大腿'H'

と右上腕骨の近位部分が同種のものとして報告されてい

る．以下l1頂次各要素どうしの比較を行う~

まとめ
脛足根骨

比較標本:完模式標本･左脛足根骨(LACM123991)のレプ

リカ(GMNH-PV-1318)

“アンナカコバネハクチョウ，，の方がはるかに大型で，

LACMl23991が152mmなのに対し,GMNH-PV-678の完全

な左脛骨では|司じ部分が193mmとなる．近位端は

LACM123991では不完全で比較が困難である.GMNH-PV-

678の腓骨稜は近位に寄っていて短い~ LACM123991の!H･

体は遠位部でわずかながら前方に向け湾1IIする．一方，

GMNH-PV-678の骨体は全体がほぼ頂線的である． また，

遠位喘の下縁は骨体に垂直なImをなす． これに伴って側1面

で，内側噸の後面部が骨体の後縁の延長よりも強く後方に

突出するこの部分はLACMl23991ではやや保存状態が悪

いが、緩やかに湾曲し突出は低いようである~

群馬県安中市原巾の! | '新統富岡層腓l1(I|jl､ｲから旅川した

烏類の全身骨格(GMNH-PV-678)は，ハクチョウ族にl封す

るj111飛翔性烏類の化石である. 2001年に“アンナカコバネ

ハクチョウ” と仮称して初期的な報倍したが， この度この

化石をさらに剖lllして，母岩をほぼ完全に取り除き，各!H'

格要素を立体的に観察I'1能な状態にした~本荊文はその!H･

学的記救を行った．

化石に保存されていたのは，脳頭蓋・右派'H' ・左右下顎

骨・左方形骨・頸帷1 1J'IX("3-4, 15-23)･IMﾘ椎6点("1-3, 4-

7) ･ ,H'盤・尾椎3点(第1-3) ･肋骨脊椎部6J､IX ･肋‘冊'1ﾄﾘ'H'部3

点・癒合していない肋'H'の鉤状突起1点・胸骨片・ イT烏口

骨・左后''1骨・右左上腕汁・左右尺骨・左携什・左手根中

T,H･ ･左第三指第一指骨(?) ･左右大腿骨右脛足根'H近位#|I

と腓骨・左脛足根H' ･ /f腓骨・左足根II1足骨・膝蓋骨1点・

左趾骨1点・その他若十の'閂'片である~ このI | 1で今| ! ll初めて

碓認できた要素は，涙H' ・ ノノ形骨・烏口骨・癒合していな

い肋骨の鉤状突起などである．

′筒'格の巾で胴体や下肢はほぼ現生のコハクチョウに近い

が，上肢は腰小化(20～50％）し，特に尺'|,|･などはコハク

チョウの半分ほどの長さしか無く風切羽の付着する乳頭の

痕跡がみられないこと、骨断面における細密質の厚いこと

などから翼羽の発達は極めて悠く ，飛翔能力の極めて低い

ことが明らかとなった~

“アンナカコバネハクチョウ，，の属・極レベルの分類のた

めに必要とされてきた、カリフォルニアの巾新世ハクチヨ

大腿骨

比較標本:図示標本・右大腿骨(LACM123993)の

レプリカ(GMNH-PV-1320)

図示標本・左大腿骨(LACM123992)の

レプリカ(GMNH-PV-1319)

お互いが不完全なため細かな比較はできないが，

GMNH-PV-678の大腿骨の方が大型かつ重厚である． また

大転子が内方に寄って頂部が稜状になっていて,LACM

123992, 123993の幅が広く鞍状をした形態とは異なる~

LACM123992, 123993では後面の膝窩周|井|の筋洲線がきわ

めて強く隆起する．



松|,､ril股繁･ lと谷川,:IWII ･商栞Wi '!11ワ
f色

ウ族M電α/ocM""'｡ﾉ可ﾙo/7/Howard,1988との比'1晩を行っ

た． A化gq/oc加es属はおそらくjl!馴噌翔性であったと考えられ

るが，完棋式標本の脈足根骨と， ｜司梛に' '1定されている大

腿骨･上腕骨片はいずれも、 ‘‘アンナカコバネハクチョウ，，の

|ril部位とは明瞭に異なった形態的特徴をイIする．そのｲ11"

点は，槐レベルの違いではなく届レベルに｜1141すると痔え

られる‘すなわち､ “アンナカコバネハクチョウ”と

Megq/o的》だs届では，無飛翔化が独立して生じたものである

と考えられる~
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付表1 ハクチョウ類と“アンナカコバネハクチョウ”との． ′| ’ |'桁典素の大きさの比岐単位はミリメートル

lbarakiMLIsclllll

〃へ

ug"",yL螺""‘↑

オオハクチョウ

NSMZAS457

ハ 『

しj》g"Iﾊﾞ ()/0ﾉ・

コブハクチョウ

(jMNHⅦ712

C(､()/0"76〃"".､‘

コハクチョウ

KUGMRA201

C.(J/lw/"'1{

コクチョウ

GMNIIPV678

‘､ｱﾝﾅｶｺﾊﾈハクチョウ”

140

106

84

223

126

（57％）

"'H'Skul l

ド噸骨Mandible

_F11:I 』冊'Scapula
，烏'二|骨Coracoid

上腕'間'Humerus

尺骨UIna

(UIna/Humerus :%)

僥骨Radius

手根｢| !手'H｡
Carpometacarpus

骨稚Pelvis

（除1M付exc'pubis)

大腿骨Femur

脛足根骨
不al~o

llDlo旧rSus

足根｢'1足骨
Tarsome旧旧rsus

'78 '75 '64 129

'72 169 6(） l 19

15046 122 I 1O

|03 '02 88 78

286 31 1 249 ワワリ
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289 288 251 224
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284 286 243 198
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285 252 207 194 Ｍ

粥

一

狐

l 15 108 100 83

225 204 '93 167

|20'25 l l8 94 103



完全剖出された1 ' 1新統制司層群産“アンナカコバネハクチョウ，，標本の骨格要素 1q
tJ

付表2 GMNH-PV-678 ( $:アンナカコバネハクチヨウ”化石） に含まれる骨格要素(IXI版位置） とその

標本最大長尼帷以外の椎H'の計i!1llは背面で前後の|奥1節突起の先端間をとった尾椎は岐大llli,i

石恥骨ハ･ 1 ( IxI版4-8) 29.8mm(前端が接続する）

右恥'| ， |'片2 ( IxIIIM4-9) 56.0mm (後端部）

第1尾帷( |x1版5-1 ) 23.6mm(ほぼ完全）

第2尼椎( |x1版5-2) 25.3mm(完全）

第3尾帷( |x1版5-3) 25_Smm(完全）

左肋骨脊帷iWI (IxI版6-1 ) 26.3mm(下部のみ）

左肋骨脊椎部（'叉|版6-2) 1020mm(完全）

左肋骨脊椛部（lxl版6-3) 977mm(完全）

左肋骨脊椎部（lxl版6-4) 75.2mm(完全）

左肋骨脊椎部（'叉|版6-5) 55.0mm(完全）

iLi肋骨脊帷,W{ (IXI版6-10) 106.6mm(骨頭部破批）

肋骨鉤状突起(IxI版6-6) 233mm(完全）

肋'|1')IM'| ,i'W|; ( |x1版6-7) 82.2mm(不完全）

肋'|J1･l111'|,}'fl( (IxI版6-8) 99.2'nm(ｲく完全）

肋‘什川,| | l･ IWI ( |x1版6-9) 48.6mm (不完全）

11ﾄﾘ'| 'l･片(|xl版7-3) 91.0mm

（破ハ1，'1。ほぼl1ﾄﾘ骨稜のみ）

右烏にl ｣|'l' (似|版7-4) 84.0mm(ほぼ完全？）

左肩｢I 1 '11･ ( I叉|版7-2) 106()mm(完全）

右上腕'|'l･ (似|版7-1 ) 221 .0mm(完全）

左上腕'H' (I叉|版8) 223.Omm (完全）

左尺骨(IXI版9-1 ) 125_7mm

（ほぼだゃだがI lさ密により肺平化）

ｲi尺骨(IxI版9-3) 127.0mm

（ほぼ尤令だが圧密により変形）

左桃‘ri' ( |x1版9-2) 102+mm

（ほぼ九ｲ量だが11之密により耐1え化）

左手根' lir'| ' l' ( |xl版9-4) 69.4mm(完全）

左第三折節一桁"| ,|'(?） （図版9-5) 25､0mm(ほぼ完全）
左大腿'H･ ( |x1版10-2) 99.4mm

（ほぼ完全だが圧密により変形）

右大腿|当1’ （|叉|版10-3) 98.Omm

（ほぼ完全だが圧密により変形）

右脛足根H･と腓,| 'l' ( IXI版10-1) 104.4mm

（脈足根'| ~l･遠位は欠損）

左脛足根′|， '． ( IxI版10-4;ll-2) 203.6mm(ほぼ完全）

左腓,fi' (似|版1 1-1 ) 95.0mm(ほぼ完全）

左足根' |!足'| :|' ( IxI版1 1-3) 102.5mm(完全）

膝器H' (|X1版2-5) 20.5mm (完全）

左h!||:'|､|'の一つ( IxI版2-4) 416mm (完全）

脳頭蓋（Ⅸ|版1-1) 88.5mm

（ほぼ完全だがI |癖によりﾉ1,,1 ,|え化）

ｲ1.涙骨( IXI版1-2) 35.2mm (ほぼ完f)

/,f下顎骨（図版1-3,2-2) 139.6mm (ほぼ完全）

ｲTド顎骨(|11版1-4,2-1) 1600mm(ほぼ完全）

左方形骨（図版2-3) 22.2mm ( |11部を欠く）

第3頸椎（|x|版2-6) 29.Smm

（ほぼ完全だが川｛密により扁平化）

第4頸椛（lxl版2-7) 31 .4mm

（ほぼ完全だが川I密により｝ⅡII平化）

"15頚椎（図版3-1) 31 .2mm

（ほぼ完全だがlピ惇iによりﾉ,ⅡI平化）

"16頚帷（図版3-2) 33.()mm

（ほぼ完全だが川舟帝により｝,1,1平化）

"17頚枕( IX|版3-3) 368mm

（ほぼ尤令だがI Iﾐ帝により1，ⅡI平化）

"18頚椎（図版3-4) 329mm

（ほぼ完全だが1 12密により扁､|7t化）

第19頸椎（図版3-5) 335mm

（ほぼ完全だが圧密により届､lf化）

第20頸椎（ |叉|版3-6) 33.9mm

（ほぼ完全だが圧帝により扁平化）

"21頸椎( IxI版3-7) 30.2mm

（ほぼ完全だが圧密によりj,雨平化）

第22頸椎（図版3-8) 330mm

（ほぼ完全だがllf密により1,i,1 , |屍化）

輔23頸椛（ '叉|版3-9) 282mm

（ほぼ光余だがll;密により1, ,ii平化）

"l ll1I椎（図版4-1) 32.5mm

（ほぼ冗令だが) |i常によりi,,,i平化）

鋪2胸椎（図版4-2) 22. 1mm

（ほぼ完全だがif密により肺}平化）

第3川椎（図版4-3) 25.5mm (ひどく変形）

第5胸椎(I叉1版4-4) 22.2mm

（ほぼ完全だが) |ﾐ密により扁平化）

"611椎（図版4_5) 20.3mm

（ほぼ完全だが11?密により肺} ､|Z化）

"711#1椎（図版4-6) 21 _8Inm

（ほぼ完全だが1ピ密によりﾉ,ni平化）

』I'i"(図版4-7,5-4) 1970mm (ほぼ尤全）

図版説明

図版1 1 ~頭蓋骨Cl･anium: a, 1!ﾃ|111面; b､腹側面; C,左111l1mi 2.右涙骨Right lachrymal : a,背

側面; b,腹側面3.左ド瓢'| :i'Lelimandible:a,背側面う b,腹側1ni 4.右下顎骨Rightmandible:

a,背{11l1面; b,腹側面

図版2 1 .石下顎'H'Rightmandible : a,舌側面; b,畑側lili 2. /,2 1<瓢'|卦'Lefimandible : a､畑側

|m; b,舌側Il i 3.J,i方形' | ､|'Lehquadrate : a,内側面; b,外1!1ll lili3b,×2. 4.趾骨Phalanx : a｡ 117

側面; b,1!lim; c, 1l夏1!1ll lili 5~膝蕉骨Patella. 6,節3頚帷Thirdcervicalvertebra: a,背側Ⅲ; b,

腹側面7.第4頚椎Forthcel-vicalvertebl-a : a｡背側面; b, ilmll1llim

1.第15頭椎15thcervicalvcrtebra : a,背側III1 ; b,腹側

: a,背側面; b,胆側1m 3.第17頚椎17thcervicalvertebl･a

18thcervicalvel-tebra : a｡背側而; b,腹側面 5."19弧ｲ||

mi 2.第16頚椎16thcel･viCal

a,背側面; b,腹側l[l1 4'"

19thcel･vicalveltebra : a､背111ll

図版3

vcrtebra

l8頚椎
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mi ;b､腹側面6.第20頭帷20thcervicalvertebra:a,背|11lllm; b, II2111l1面7.第21頭椎2Istccrvical

vertebra : a、背|!!ll而; b, 112{!!lllili 8."22頭椎2211dcervicalvertebra: a, 1'fi11l1面; b,腹|11 lliili 9．期

23頚帷231-dcel-vicalvertcbra : a,背側lili ; h腹側1ili

図版4 1第1胸帷First thoracicvertebra : a,背側面; b,服側面2."2胸帷Secondthol-acic

vel-tebra : a,背側面; b,腹側Ⅲ 3~第3胸椎Thirdthol-acicvertebl･a : a,背側面; b, ll"{!!llili 4"

5胸椎Fifththoracicvcrtcbra : a､背側面; b,腹側面5."61ﾙﾘ樅Sixththoracicvcrtcbra : a, 1!ﾃ{11ll

凹; b,腹側面6.第7川帷Sevenththol-acicvel-tebra.a, 111了側lili ; b,腹側面7.腰骨,背|11ﾘmiPcIvis,

8，9.右恥骨2ハ-Rightpubicpieces.

図版5 1 ．第1尾帷Fil-stcaudal

caudalvertebra : a,背側lil i ; b,

b､左側lili ; c.腹仙l lili 4IIM'| ' i'

: a,背側m

C,腹側Wli

a,腹側Ⅲi ;

; b, ノ,fl!!lllili ; c,腹側面2.第2尾帷Sccond

3~第31世帷Thirdcaudalvertebra : a, 1'ﾃ|11ll lili ;

b,イ｢側lil i 5.左恥'H'片Lefipubicpiece.

vertebra

/,f{!!lllm

Pelvis :

図版6 1-5.左肋1'l･5''､1,(Lefil･ibs : a,外側面; b､内側lili 6.肋骨鈎状突起Uncinateprocess

(unfi,sed) :a,外側面; b, |ﾉ1側而7-9.腹側肋骨3点. 10.イi肋'| 'l'Rightrib: a,外側1m; b,内{!!l1 1m

図版7 L右k腕卜,l'Righthumcl･LIs.a,肘側面; ;b,掌側1li ; c,骨体断Im (図の上方がルl側）

transvel-sesectionalviewoftheshafi,anconalatthetop. lc,×2． 2左肩リニI骨Lefiscapula. a,腹側

lili ; b,外|!1ll面; c, |ﾉ1側lili ; d,背側面3〃I骨ハ- Incompletestcrnum. 4.右烏口'H′ （ﾉﾘ汁’2で、

'lin郭はｲく鮮lﾘ]) Rightcoracoid,ventralsurfaceonthematrix.

図版8左上腕骨LclthumerLIs : a, ??肘側面; b,内側mi ; c, !if{111面; d､外側面

図版9 1~左尺骨Lenulna:a,肘側面# b,外111ll面; c,掌側111i ; d,内側Ini 2~左僥骨LefiradiuS :

a9内側面; b,掌側Ⅲi ; c,外側面; d,肘側面3.右尺'| ~l･ (〃岩lzに露れる肘側面) Right LIIna,

anconalsul-ficconthematrix. 4.左手根巾手骨Lefical･pometacarpus :a,外側面; b,後面; C,内

側面; d,前面5.指|&l･Phalange : a,外側面; b,後IIIi ; c, |ﾉ1側面; d,前面

図版10 1 ．関節状態で保ｲIをされていた右脛足根骨近位部と1l〃| @|"Proximalpartofrighttibiotal･sLIs

andiiblaprCsc'･vcdinarticulatioll:a,前面; b,外側而; c, |ﾉ､ll11llllli ; d,後面2左大llu!|1'LclifbnlLll･ :

a9後面; b，外側lili ; c, 11ij lili 3. 1LI.大腿骨Rightfbmu,･ : a, l)ilirli ; b,後面; C,内側川4. ノ,fﾙf

足根H'外側面LefitibiotarsLIs,

図版11 1.左腓骨Lefifibula : a,外側面; b,後面2. /12脛足根骨Lentibiotarsus : a, 11iin; b,

後面; c,内側面; d, '|､l'体断lili (図の上方が前方) transvel･scsectionalviewoftheshafi､anterlor

at thetop.2d,×2. 3~ ノ,;足根' | 1足骨Lefitarsometatarsus : a, ljillIIi ; b,内側面; C,後面; d,外|!1l1

1m; e-f近位端と速位jliのlll節lili拡大像（×2) Magnilied (x2) viewsoftheproximalanddistal

articulatiollsurfkIccs. |叉1版l～1 1は（ド記を除く,2-3b,7-Ic,ll-2d,3e,3t) ほぼ等倍AllaboLIt

naturalsize (exccpt,2-3b;7-Ic; ll-2d,3c,3t)

図版12 X線写真X-1･ayimages. l.GMNH-PV-678左k腕!|||'Lefihumelus. 2.GMNH-PV-678

左脛足根骨Lefitibiotarsus. 3.GMNH-PV-678左尺'H'Leliulna. 4GMNH-PV-678左手根' | 1T

骨Lehcalpometacamus. 5.GMNH-PV-678左大腿骨Lefifbmur. 6.GMNH-PV-678左足根'| '足

骨LefitarsometatarsLIs. 7.GMNH-PV-678左足根'l'足!|'i'LefitarsometatarSuS. 8.現生コハク

チョウRecentCygnusbewickii 上腕骨遠位部分HLImerLIs,distalpart、 9.現生コハクチョウ

Recentq管""6'6ew/cA//ノ《'| |l' ･#6'H近位部分UInaandradius,pl･oxilllalpal-t. 10.現生コハクチョ

ウRecentCygnusbewickii下根! 1'手'H'Carpometacarpus すべて約70%に縮小All×aboLlt0.7.
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