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日本の中新統産ケトテリウム類化石の概要について
木村敏之・長谷川善和
群馬県立自然史博物館：〒370‑2345富岡市上黒岩1674‑1

要旨：日本より産出したケトテリウム類について，特に中新統産標本に注目し， その概要につ
いて考察を行った
日本からはこれまでに40標本のケトテリウム類化石が報告され， そのうち
中新統産の標本は20標本である．特に ﾄ部中新統上部から中部中新統下部よりもつとも多くの

標本が産出している．属レベル以上の分類学的検討が行われた標本は少ないものの、 当時の日
本を中心とした北西太平洋には少なくとも4属のケトテリウム類が存在していた． これは現生
ヒゲクジラ類の￨司地域における多様性に匹敵する．
キーワード：クジラロケトテリウム類， ヒケクジラ類、中新世 北西太平洋

AnoutlineoftheMiocenecetotheresofJapan
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Abstract : JapancsecetotherefbssiIsaresummarizedwithafbcusontheMiocenecetotheresand

discussionoftheoutlmeofJapaneseMiocenecetotheres.Fortycetotherespecimenshavebeenreported
fTomJapan, twentyofwhicharefToIntheMiocene.Themostabundantanddiversecetotheresare廿om

theupperLower tolowerMiddleMiocene(atleast4genera) ．At that time, thediversityofthe
Mysticeti isnearlyequal tothatoflivingmysticetes.
KeyWords ：Ceta a,Cetotheriidae,Mysticeli,Miocene,ccntralJapan,PaciHc

して認識されている．

はじめに

派生形質によって定義されていないため． その系統に関し

日本周辺の北西太平洋には多様なクジラ類が分布してお
り，

ヒゲクジラ類に注目すると現生する6属中少なくとも

4属が日本周辺に分布している

た、

このようにケトテリウム科は独自の

(Jeifersoneta1., 1993) ．

ま

このような現生クジラ類の状況と同様に， 日本周辺は

て問題が多く ， 同科は側系統群であることが多くの研究者

によって指摘されている(Barneseta1., 1985;McLeodeta1.,
1993;FordyceandBames,1994;KimuraandOzawa,2002な
ど) ．

これまでの研究ではケトテリウム科はナガスクジラ

過去においても主要なクジラ類の生息域であったと考える

科・コククジラ科の祖先となる系統を含むと考えられてい

ことができる，

る(Kimuraa,,dOzawa,2002) ．

さらに日本には新生代の海生層が広く分布

また，

ヒゲクジラ類ではク

するため実際に多数のクジラ類化石の産出があり(Oishi

ジラヒゲと呼ばれる櫛状の構造を口中に発達させ， それを

andHasegawal995b) , 日本は世界の中でも主要なクジラ類

用いて餌を漉しとるという独自の摂餌機購を発達させてい

化石産地の一つである (FordyceandMuizon,2001)

る．

がって，

した

日本はクジラ類の進化を考える上でも重要な地域

である．

このような摂餌機構の獲得がヒケクジラ類の進化にお

いて重要な役割を果たしたことが指摘されているが

(Fordyce,1980,1989) , ケトテリウム類は初のクジラヒゲ

本論文ではクジラ類の中でもケトテリウム類に特に注目

のみを用いて摂餌を行ったヒケクジラ類である．以上のよ

する．ケトテリウム類は後期漸新世から後期鮮新世まで分

うに，ケトテリウム科は現生ヒケクジラ類の進化を考察す

布した絶滅ヒゲクジラ類であり，機能歯を持たず現生ヒケ

る上でも鍵となる重要な分類群である．

クジラ類各科で獲得された派生形質を欠くヒゲクジラ類と
受付: 2004年1月6日，受理: 2004年3月16日
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大石(1985),OishiandHasegawa (1995b)などによってその

Cetotheriidaegen.etsp.indet. (MFM18125:表1‑23) :本標

しかしながら， これらの研究では

本は右下顎骨の一部のみからなり，亀井･岡崎(1974:p1.97,

クジラ類全体を対象としているため， ケトテリウム類のみ

fi9s.6a,b)によってMysticeti,gen､etsp･ indet.として報告さ

に議論を絞った詳細な検討は行われていない． それに加

れたその後Kimura(2002)によってCetotheliidaegen.etsp.

え， これらの研究以降さらに多くのケトテリウム類標本の

indet.として詳細な記載がなされた．

概要が報告されている．

報告が行われている．

またケトテリウム類は特に中新世に

おいてもっとも繁栄し， これと一致するように日本産のケ

岩村層群

トテリウム類化石も中新統産標本がもっとも多くの報告が

前述の瑞浪層群の近隣である岐阜県の岩村層群からは貝

ある， そこで本論文では現時点での日本産ケトテリウム類

類化石をはじめとして多くの化石の産出が報告されている

についてあらためてまとめ，特に中新統産標本を中心に考

(糸魚川, 1955;Shibata, 1978など) . しかしながら， クジラ

察を行った．

類化石に関しての報告は非常に少なく ，ハクジラ類・ヒゲ

収蔵機関の￨略号:GMNH,群馬県立自然史博物館IGPS,

クジラ類がそれぞれ1標本報告されているにすぎない(岡村

東北大学理学部地質学古生物学教室; IPMM,岩手県立博物

, 1981;木村ほか,2000a;Kimura,2002) .岩村層群は阿木累

"KMNH,北九州市立自然史博物館MFM,瑞浪市化石博
物館;NSMT,国立科学博物館;SMNH,埼玉県立自然史博物

層および遠山累層からなり（氏原ほか, 1992) ， ケトテリウ

館;TN,T･NaitoCollection

村ほか,2000;Kimura,2002) ．牧部層は伊藤ほか(1999)に

ム類化石は遠lll累層牧部層相当層より報告されている(木
より珪藻化石帯(GladenkovandBarron, 1995;Yanagisawa

中新統産ケトテリウム類化石
表lにこれまで日本より産出し， ケ￨､テリウム類として
報告された標本のリストを示す

これまでに日本産のケト

andAkiba, 1998)のCJwcIdE""c豚/αsaw""I"･ 帯に対比されて
おり，標本の産出年代は前期中新世と考えられる．
苫獄唇織雄ケメテグクム類漂菰

Cetotheriidaegen･etsp.indet.(MFMl8124:表1‑24) :本標

これらの標本のう

本は下顎骨，椎骨，肋骨，上腕骨などからなる大型のケト

ち中新統産の標本について産出層ごとに標本について概略

テリウム類である．右下顎骨はほぼ完全に保存されてお

テリウム類は40標本が報告されている．
を述べる

ただし実際には未報告あるいは十分な分類学的

り．右下顎骨直線長は1777mmである(木村ばか,2000a) .

検討が行われず，ケトテリウム類として報告されていない

本標本の頭蓋はごく一部が保存されるのみであり，詳細な

標本が多数あると考えられる． そのため，潜在的にはリス

分類学的検討は行われていないが，下顎骨において筋突起

トされている標本よりかなり多くの産出があると考えられ

前方の水平枝中位部の内面に強い陥凹が発達するという特

る

徴的な形質を持っており，既知のケトテリウム類標本とは

瑞浪層群

明瞭に異なる．

岐阜県の中新統瑞浪層群からは豊富な化石の産出が知ら

れている(糸魚川ばか, 1985など) ．哺乳類化石に関しても

このような形態は前述の瑞浪層群産標本

(MFM18125)でも同様にみられ，摂餌様式との関連が指摘
されている(木村ほか,2000a;Kimura2002) .

D"ﾉ" 〃ﾉ"J/""/c"sTbkllnagaandlwasaki, 1914をはじめと
して多数の海生および陸生哺乳類の報告がある（亀井･岡

阿波層群

崎, 1974;岡崎, 1977) .海生哺乳類化石の多産する瑞浪層

阿波層群は三重県阿山郡大山田村の阿波地域に分布する

群明世累層は，下位より月吉層、戸狩層， 山野内層，狭間

中新統であり，下位より束谷畑基底礫岩層，子延細礫岩層，

層に区分されている(糸魚川, 1974, 1980) ．小林(1989)は

平松砂岩シルト岩層，槇野含礫泥岩層に命名・区分されて

フイッシヨントラック法により明世累層の年代を17.0‑

いる（糸魚川ゞ 1961) ．

17.5Maと推定した．

また甲能(2000)によると明世累層山

ジラ類およびヒゲクジラ類の報告がある(木村・小澤，

野内層の年代は珪藻および放散虫による生層序学的研究に

2001;KimuraandOzawa,2002) . これらの標本はいずれも

よって前期中新世後期(およそ18‑17Ma)とされる．瑞浪層

平松砂岩シルト岩層より産出している．吉田(1987) ,

群産のケトテリウム類化石はこれまでに2標本が報告され

YoShida(1991)は浮遊性有孔虫および他地域との岩相層序

ている(表1‑22,23) . いずれの標本も瑞浪層群明世累層山

学的比較により平松砂岩シルト岩層の堆積年代をBlow

野内層産である．

瀞鏡揮織灌ケメテダクムプ騨標衣

阿波層群からは近年保存のよいハク

(1969)のN7帯に対比できるとしている．

漉揮識藍ケハテググム燕漂衣

ｲ酊舷"c苧力αﾉ蛎(MFM18004:表1‑22) :本標本は頭

応α"αCer"S/α"c""'"(MFM28501:表1‑25) :本標本は保

蓋，周耳骨，鼓室胞，椎骨，肋骨，下顎骨など多くの部位

存良好な頭蓋からなり，左周耳骨が頭蓋に保存されてい

が保存されている. KimuraandOzawa(2002)において

る．本標本はKimuraandOzawa(2002)によって報告された

な"

応α"αc ！s/α"cep/m/"の模式標本である

耐α"

/α"むゅﾉ'αﾉzｨsの副模式標本として報告された．

既報の日本産ケトテリウム類化石 ＊：口頭発表．**:Hataiclal. ( 1963)は仙台市の竜の口牌厳の2標本をA化"/7Qp/eJ･a､ｻc" "c"sとして糀告した(IGPS78423およびl標本が標本需号を
伴わず図示されている). OishialldHasegawa (1995a)ではMご"力Cﾘﾉ/c'ﾉ｡α力WtJ/pe/ocer"sの新参￨司物異符あることを指抽し，仙台' ijの竜の1 1屑よりこれまで7標本の""""oce/"s届が産川
していることを示している.OishiandHasegawa (1995a:Table2)はこれらの標本を〃eﾉｱe/o /"s｣ sp.として標本研))･を示さずリストしているが, OishiandHasegawa (1995b)においてこ
の〃どﾉ7)eroc.e/IJsspがIGPS78423を含むことが示されている(,,0.50) 人イi ･良谷川(1997)では発表時にI I蚊にてIGPS78423を〃どゆe/o /"舟sp.とする!,L解を撤回しており．本荊文ではこ
の見解にしたがい該､11標本を〃ピノ7)"of'""s' &,e"("/c"sとした. J2' ￨ !の標本箭月･はOishiandHasegawa(1995b)によるまたHataietaL(1963)ではMご"ﾙO/J/ゼノ．αゞ『c" "c"s/α/s""oA"(./7/ど" W@yとし
てIGPS59537が示されているが, OishiandHasegawa(1995b)ではβ"ﾉ･""叩9/.fspとされており('1o. 52) ,上述の〃､SEﾉ7 ""αパには含まれない

表1

SpecimenNo.

FormationandAge

Local ity

References

1Herpetocetussp

TN18etc.(5specimens) l .E.‑L.PI Iocene:Na‑arai F

Choshi ,Chiba

Oishi andHasegawa, 1995a

2HeﾉPetOcetusn.sp

NSMTPV19540

Maesawa, ￨wate

Specimen

大石・長谷川, 1997*(=Cetotheri idaesp.A
E.Pliocene:TatsunokuchiF

長谷川ほか, 1985）

大石・長谷川,1997*(=Cetotherildaesp.A
IPMM43551

E.PI Iocene:TatsunokuchiF

Hiraizumi , !wate

大石, 1987）

4Heﾉpetocetusn.sp

IPMM43549

E.Pliocene:TatsunokuchiF

Ichinoseki , |wate

大石・長谷川, 1997*(=Cetotheri idaesp.A
大石, 1987）

E.Pliocene:TatsunokuchiF

Sendai ,Miyagi

Sen"/cus :Hataietal.,1963)

aff.Herpetocetus sp

E.Pliocene:TatsunokuchiF

Iwate

OishiaandHasegawa,1995a

Cetotherlidae

EPliocene:ShimajiriG

Miyakols.,Okinawa

舟

５ ６ ヲ Ｉ

￨GPS78423,90988,

Helpetocetussenda/cus

etc.☆☆(7specimens)

E.Pl iocene:ShimajiriG

MiyakoIs. ,Okinawa

NSMTPVO4203

L.Miocene

Taikisp. 1

M.MIocene:NupinaiG.,HikatagawaF.
M.Miocene:TomlokaG.,HaraichiF.

Ajigasawa,Aomori
Taiki ,HokkaidO
Annaka,Gunma

8Cetotheri idae？

9 〃ﾉd/ocetus"tsugarens/s

10Cetotheriidaegen.et.sp・ indet.
1 1

Cetotheri idae

OIshiandHasegawa,1995a(=Mﾉzu加pteノョ

GMNH‑PV‑1013

長谷川・大城, 1987

OishiandHasegawa, 1995b(=Cetaceagen
etsp. indet.:長谷川ほか, 1973)
OishiandHasegawa,1995b(=ﾉd/oceuﾉs
tsugarens/s :Matsumoto, 1926)
江頭・木村, 1998
木村ほか,2003

M.Miocene:TomiokaG.,HaraichIF.

Yoshii ,Gunma

13

Cetotheri idaeorBalaenopteridaeGMNH‑PV‑1429(cast)

M.Miocene:BesshoF

Shigamura,Nagano

木村ほか, inpress

14

Cetotherildaegen.etsp. indet.

SW‑1

M.Miocene:Nanadani‑eq.F

15

No.7

M・Miocene:SaikawaF

新潟県立村上女子高等学校科学クラブ, 1986
松浦・長澤,2000

16

Cetotheriidaegen.etsp. indet.
Par/etoba/aenan.sp

Murakami ,Ni igata
Kanazawa, Ishikawa

SMNH‑VeF‑62

M.MIocene:ChichibumachiG.,NaguraF・

Ogano,Saitama

木村ほか, 1998

17

D/orocetus sp

SMNH‑VeF‑19

M・MIocene:ChichibumachiG. ,NaguraF.

Chichibu,Saitama

木村ほか,2000a

M.Miocene:ChichibumachiG. ,NaguraF.

ChiChibuSaitama

吉田ほか,2003*(=MystiCeti :吉田, 1988)

(5）

M.MIocene:BIhokuG.,KorematsuF.

Shobara,Hiroshima

大塚・太田, 1988

(6)

12 Cetotheriidae

18 Cetotheri idae
19 Cetotheri idae

Ag/aocetus？ sp
D/ocetus[sIc]n.sp
IsanacetLﾉs/at/cep/7a/us

M.Miocene:BihokuG.,KorematsuF．

Shobara,Hiroshima

大塚・太田, 1988

(1,2,3,4) (4specimens)M.Miocene:BihokuG. ,KorematSuF．

Shobara,Hiroshima

大塚・太田, 1988

MFM18004

E・Miocene:MizunamiG.,AkeyoF

Mizunami,Gifu

KimuraandOzawa,2002

Cetotheri idaegen.etsp. indet.
Cetotheriidaegen.etsp. indet.

MFM18125
MFM18124

E.MIocene:MIzunamiG.,AkeyoF

Mizunami,Gifu

Kimura,2002(=Mysticeti ,gen.etsp. indet
亀井・岡崎1974）

E・MIocene: lwamuraG.,ToyamaF

Iwamura,Gifu

木村ほか,2000b;Kimura2002

25

/sanacetUs/at/cepha〃s

MFM28501

E.Miocene:AwaG.,HiramatsuM

Oyamada,Mie

n.sp. ;木村, 1997*)

26

Cetotheri idaegen.etsp. indet

E.‑L.Ol igocene,AshiyaG

Kitakyusyu,Fukuoka

Okazaki,1995

E･‑LOl igocene,AshiyaG

Kitakyusyu,Fukuoka

Okazaki , 1995(=Mau/cetus7 sp.:岡崎，
l987)

20
21
22

二芸ｓ二一彗詳誘寸︲一ノー部二Ｊ腸毒言剴Ｓ菫曙行Ｊ百八

3〃eﾉPetocetus n.sp

３
２
４
２

KimuraandOzawa, 2002(=Pa"etobaﾉaena

27Cetotheri idae

KMNHVPOOO,017

望

木村敏之・長谷川善和
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トテリウム頬の新椰とする祀仙論文が印刷中である

備北層群

広 '剴県庄原' ljに分ｲ￨jする' l 1新統術北層群からは保存良好

（吉田

ほか, inp,･ess) .

なケトテリウム蚊化イiの産￨ ￨ }が報告されている(大塚，

1987;大塚・太田, 1988) .人塚・太田(1988)は6標本のケト

犀川層

犀川胴は金沢地域川辺に分ｲliする111部' ￨1新統で貝類化石

テリウム類標本の旅川を報併し， それらのうち4標本(l〜4

号標本:表1‑21)をD/oce"([sic] 11. sp. , 1標本(6号標本:表l‑

の産出が報告されている(北村, 1997など) .

20)を49/αo /"s？sp.としている． なお5号標本とされた標

類化石の報(11は少なく ，本標本以外に報告されていない

本(表1‑19)については，大塚・太￨ I I (1988)ではl〜4号標本

(松浦･長澤,2000)

と類似することを指州するにとどめている 備北層群はこ

を11.03‑13. 17Maと推定している

のように盟寓かつ多様なケトテリウム知化石が産出してお

,屋/"輝溌ケメテグクムノ切襟ﾉ衣

しかしながら，

これらの標本につ

向ll 1ほか(1988)は犀川層最上部の年代

CetOtheriidaegenetsPindet. (No.7棟木：表1‑15) :本標

り，北￨jLi太平洋におけるケトテリウム弧の進化を考察する
'三でJ￨ 2',il↑に砿典である．

しかしクジラ

本は保存良好な皿諸からなるが， 吻部の多くの部分を欠

いての祥il l lなr;u! ￨世などはllll､↑ﾉ､IIでは公表されておらず，本

く

論文では{llli北A州ﾄﾊﾐの楳本についての詳ﾎIIIな議荊は差し控

長深(2000)によると本11ﾘ1本は1賦干｢として発見されたが，母

えたい．

粁に含まれる旦凱化イiの検i ;､￨よりハリIIM朧とされた．

秩父町層群

七谷層相当層(下関層）

秩父I I ITj仲群は崎三￨J,!の秩父維地に分布しており，下位よ

本標本は松川･促群(2000)によって紺11『された．松浦・

下関屑は新潟ﾘf4の櫛形, ' '地およびその北方に分布する中

上横瀬にiに区分されてい

新統である(IjLi IH･#￨:! IH, 1961 ) .新潟県立村上女子高等学校

る(Al･ai, 1960;Kallllo, 1960; '￨し棚f, 1980) .特に秩父町層群最

科学クラブ(1986)は本〃'より511,'il体のクジラ類化石の廉出

下位の奈倉)神からはクジラ弧・鰭脚類・束柱類(藤本・坂

を報告し，その,ﾉ,の,標本をケトテリウム類としている（表

り奈倉岬・踊ノ巣I'i ･ 、'た仁￨ I IM･

本, 1978;坂本, 1983, 1987)などの海生llili乳類をはじめとし

l‑14)

て豊富な脊椛動物化イiが産lllしている(小野, 1983；上野・

からなり、分知学的な位lif'l付けなど不￨ﾘ1な点が多い

しかしながら, 11該標本は椎什，肋骨，肩甲骨のみ

坂本, 1985; 上野ばか, 1983など) . なお牧本・竹内(1992)で
は秩父盆地の'￨噺統についてITI‑川(1930)に従って秩父盆地

層群と呼び，下位より￨ ' ￨沙ﾊYl ･glllE･子ノ神層・小鹿野

別所層
長野県の巾新統)Iﾘ所lY￨"i 'Tくから￨J1究が行われており

川j胃・秩父町川に区分したこれによるとArai (1960)の奈

(本間, 1931など) , ￨'111Yjからは盟富な化石の産出が知られ

倉層は小鹿野liIIMI葛部の上il{から秩父I1IT"￨く部の下部に相

ている．

当する

クジラ知などこれまでに多くの糀告がある(本間, 1931;

,FWW(1992)は浮遊1'ﾉ￨ﾐｲj孔虫化石による検討から秩

クジラ類に￨XIしてもマヅコウクジラ類やアカボウ

父町川群はBIow(1969)のN.8'Ⅲ;に対比できるとしている．

Makiyama, 1936; IlirotaandBal‑nes, 1995:長谷川･木村,2003;

一方で，牧本・竹￨ﾉ､I (1992)では小鹿Ⅲ1リド￨下部から秩父町層

木村ばか, inprcss) .

下部のド部までをN.8'l l l;,秩父l111.M下i'fl;の1部および秩父

類化石がfl叶1丁されている(lと尼,1941;BamesandHil‑ota,

Ⅲ]榊上部がN.9‑N. 10'l ll:であるとしている．

1995) ．

奈倉層からはこ

れまでにケトテリウム知化ｲiが3標本報告されている．

い

また'二位に当たる青木｝神からも鰭脚

クジラ知化イiに派I Iすると、

これまで別所層より

報告された標本はほとんどがハクジラ類であり，

ずれの標本も秩父IIII1IY￨鮮奈倉胴産である．

ラ類の槻｛ljは下記の1"llのみである．

溌叉､〃豚縦雄ケトテj/クム瀕襟荻

Hirota (1995:456)

Pα"e/o6q/qG"α11. sp (SMNH‑VeF‑62:表1‑]6:本標本は頭
蓋および左ド顎'￨

￨'の一部からなり，周耳骨・鼓室胞が頭蓋

に保存されている．本標本は木村ほか(1998)によって報告

され，頭蓋の形態の比較に催づいて既知のPα"e/06q/αe"α属
のいずれの純とも異なることが示唆されている

ヒゲクジ

ただしBarnesand

は未￨ '1定のヒゲクジラ類の産ll1につい

て言及しているが， 具体''1りな1氾述はなく標本については不
明である．
〃卵厚凄ヶ入テダクム獅深小f
Cetotheriidae

o1･

Balaenopteridae(GMNH‑PV‑1429:

表1‑

13） ：本標本は左上噸'H'の一部からなる(木村ほか,2004,

D/o()ce/"4wsp. (SMNII‑VeF‑20:表1‑17) :本標本は頭蓋右

thisvolume) .木村ほか(2004, thisvolume)は形態の比較か

下顎骨，椎'H'，肋'￨ ￨' ，鼓室胞，周耳骨からなる．本標本は

ら本標本はケトテリウム類である可能性が高いことを示唆

木村ほか(2000b)によって淵｛1iされた．

している．

Cctothel･iidae(表1‑18) :水標本は頭蓋，下顎骨，鼓室胞，椎
骨などからなる.

TF￨ ￨ ￨ ( 1988)によってヒゲクジラ類として

産川の柵{I『が行われ，古川ほか(2003)によってケトテリウ
ム激としてlW￨fi'iされた．

なお占田らによって本標本をケ

富岡層群

富岡層群は群賜り,↓南￨ﾉLi部に脳く分ｲ￨jする中新統であり，
古くから多くの研究がなされてきた(藤本・小林, 1938;大
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Cetotheri idaegen・etsp. indet(26)
Cetotheri idae(27)
Rupelian

ケトテリウム類標本の層位分布図日本より産出したケトテリウム類化石を産出l杵僻あるいは累肘ごとに海外のiﾐな産地とともにプロットした．日本産標本の後に続く括弧内の

数字は表lの番号と一致する．海外の産地についてはFordycc (2002c)に加筆した.年代および燗IIにi1lしての文￨献は炎l ' ￨ !の文献および以下:Bamcs (1977) ;Cabrel･a (1926) ;Case
(1904) ;Cope (1868,1895,1896) ;Fordyce (2002c) ;Cottfi･iedetal(1994) ;茨木(1994) ;伊藤ほか(1999) ;Kellogg(1924,1931,1934,1965,1968a,1968b､ 1968c,1968d,1969) ;木村(1992)

;輿水･f(1986) ;Leidy (1851) ;Lydekker (1893) ;Mol･gan (1994) ;III森( 1982) ; 1 l '村ほか(1999) ;Odinetal (1995) ;PillcriandPilleri (1989) ;須藤ほか(2002) ;高橋(1992) ;Thkayanagi
ctal. (1976) ;高安ほか(1992) ;土編(1981) ; IJII (1989) ;Whitmore (1994) ;八木･7TIII(1993) ;柳沢(1998) ;Yoshida (1991 ) ; i'fl l l (19921

匪唾

木村倣之・隆谷川,:IW￨ ￨
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石･高橋､ 1990など) . 街岡川州Wま下位よりﾉ￨鳶伏lY￨ 、小llliWIIYj ,

木村(1998)によると本標本は頭蓋下顎骨，右鼓室胞，環

井戸沢瞬原￨ l l篠層，庇谷IYI , ルj(11j)lyl ,板ﾘ,IWiに￨X分され

帷よりなり，水標本は北海道産の唯一の記載されたケトテ

富￨1Y1届"ltの年代は微化ｲiを川いたﾉﾋ

リウム賦である． ただし＃1頚・木村(1998)は本標本と同一

層序学￨'l勺研究や放射年代111ll定など多くの研究が行われてお

のﾉﾘ岩より別ili'il体の標本(大樹標本2.)の産出について述べ

り，詳細な年代が決定されている(Matsumaru,1967;Odin

ているが，槐水についての具体的な記述はない．

eta1., 1995§野村･大平. 1998,2002；弧藤ほか,2002など) . 1[ i ii

頚・木村(1998)は本標本が産出した￨11−地点から他にも多

る(大石･高橋, 1990)

また江

岡屑群からは多くのクジラ類化ｲiが報i'iされているが， そ

数のクジラ類化行が岻石として発見されていることにも言

の多くはハクジラ知でありヒゲクジラ知標本は少ない(木

及している

村ほか,2003) ．

クジラ類化行は富￨I1)剛肺の上部より多くの

報告があり，特に原市屑旅の標本がもっとも多い(木村ほ
か,2003) ． 富岡層群からは2標本のケ1､テリウム弧化イl.が

黒色頁岩の団塊層

Matsumoto(1926)は青森県西津軽郡鰺ケ沢町赤石谷の黒

産HIしており， いずれもﾉﾙ( I￨jhvj朧である. 1)i( I￨jMとそのド

色頁岩の￨寸￨塊層より産出したヒケクジラ類化石を〃jo

位の庭谷層の塊界に挟在する穴￨il撒灰岩の年代は13.5=t

/s"gαﾉで"sパとして報告した（表1‑9) ． この標本は頭蓋の一部

0.9Ma (野村･大平, 1998)と報｛'『されている．

(頚唄部付近)からなるが，前頭'H'が頭頂部より外方にむ

また, 1%( I IIM

上部に挟在する北村凝灰岩および賜場凝灰岩の年代はそれ

かって緩やかに傾斜する平坦剛をなしており，

ぞれ11.79±0.08Maおよび11 .29±0.12Ma(OdinCtal.,1995)

水標本がケトテリウム科であることを示唆している．

/"s

この形態は

と報告されている．

高岡層群原巾脚からはケトテリウム弧以外にも、ナガス

考

クジラ類(Ba/αe"O/)/e/wsp.)が報告されている（腱谷川ばか，

察

このように， ケトテリウム弧に代表されるいわゆ

以1くに, I I 1新統産を中心とした日本のケトテリウム類化

る古いタイプのヒゲクジラ奴とナガスクジラ知のような現

ｲiの概要について考察を行う． ただし，議論を進める上で

ﾉtするグループのヒゲクジラ狐が共旅することはヒゲクジ

は，人為的な影群による'￨ilifliの偏りに対して注意を払う必

ラ類の進化を考える￨煮でﾘiiII味深い

また、 1くi氾の標本以外

要がある. ullち，化ｲ下記録は地層の分布や化石の収集活

にも比較的火那'!の頭蓋からなるヒゲクジラ顛標*が､ﾄ￨1f『さ

動，研究背の有雌など様々な要因によって， その分類群の

れている（木村ばか,20()3:GMNH‑PV‑93‑1) .

!￨, 'ifli l ! {:が人lli冊に左右されることが指摘されている

2002)

蓋からなるものの変形が著しく ，

この標本は皿

￨‑分な分類'､脚''1検,i,lがな

(PyensonandUhen,2002) .特に, I=￨水産ケトテリウム類は

されていない．

炎￨に示すようにこれまで39標本が報告されているが，実

房ﾂﾜ傳牌f産ケトテグクムノ〃深抵

際には｜分な分如'ｻ2 1'￨1検討が行われない， あるいは未報告

CetOtheriidaC (GMNH−PV‑1013:X1‑1 1) : 4KIﾘﾘ4本は/,flr'M

である多数の棟木が存ｲ￨舟すると考えられる

さらに報告さ

骨の一部からなる．本標本は木村ほか(2003)によってfl{{'｢

れた楪水についても， ルエ￨レベル以上の詳細な分類学的検討

された．

がｲ jわれている棟水は少数である．水前文では既報標本の

Cctothel･iidac (表1‑12) :水楪水は2003 ｲ￨そ，柵lk' ￨jｲlili;の#i'i
水勝氏によって発見された標本である．棟本は皿擶および

ド瓶'￨ 'l･などからなり, 1i iiiliY1ﾊ､''llll:より脚引￨ ￨した保ｲfのよい蚊

分蚊学￨'￨り検討は行っていない．

したがって，以下は現￨￨寺点

でのﾀﾐ￨ ￨兇に｣ILづいたi蒜nであり，今後の情報の帯積によっ
て兄解が変史される可能性もある．

蓋を含む初のケトテリウム知￨ﾘﾘ1本である．水楪本は呪在､杵

｜ ｜水脈ケトテリウム狐化石はこれまでに27例40標本が報

者らによってIJ￨究' ￨ 1であり，標本についての詳；! ￨￨な'ﾄMf'fは

i'『されており，

別の機会に行う．

ある(xl) .鮮新統より多数の鼓室胞標本の柵告があるが

ヌビナイ層群

既fli標本の絶艸l数は定最的な議前をするには不足してお

これらのうち' ￨ '新統産標本は17例20標本で

(aj&1‑1,5) 、 それ以外の大部分が巾新統産の標本である．
ヌピナイ層群の分ｲljする北海道広尼郡大樹川.は多数のjIM

脊椎動物化石の産l l Iがﾀﾐ￨ 'られている(菅Ⅲlf ･JW11, 1972) .

ま

り，

またクジラ願を産出しうる地層の分ｲ￨jの影響などによ

り，

この標本数の変化が必ずしもケトテリウム類本来の生

たクジラ類では江蚊・木村(1998)によりケトテリウムツ弧の

息数あるいは多様1'1を反映しているとは断言できないもの

産出が報告された

の,

江頭・木村(1998)によるとケトテリウ

ム類標本は'二l方川岬より産出した.

'￨I新lll畠ではケトテリウム類は前期中新世末から中期巾

1 1万川11Yjのド位にあた

新' '1初蝋において{￨/il体数・多様性ともにもっとも高かった

る歴舟緑色凝灰岩はフィッショントラヅク法により14.2±

ことが示唆されるこのような傾向は北米でもIT1様に観察

1.0Maとされている（皿水･f, 1986)

される（ '叉1 1 ) .

ヌヒ・ナゾ唇繊産ケトテククム溺漂4，

Cetotheriidaegen.etsp. indet. (大樹標本l .:表1‑10) :江蚊．

上述のように， ケトテリウム類のもっとも繁栄したと考
えられる前!91!￨!新世末から中期巾新世初頭では、

￨]本を中

| ｜本の' ￨噺統朧ケトテリウム蚊化ｲiの概要について
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心とした北西太平洋において少なくとも41IKI (fｻα"α""/sM,

また中1りl巾新IH目はクジラ類動物ﾎⅡにおいて， いわゆる古い

Pαﾉｿe/o6(7/qg"α届, D/oﾉ℃ce/".JIIi, ,ig/[Ioce/""''?1,mi)のヒゲクジ

タイプのクジラ類と現代型のクジラ類の置き換わりなど大

ラ類が分ｲ￨jしていた．

またKimura (2002)では瑞浪ﾊY川ﾄお

きな変化がみられた時期であることが指摘されている

よび岩村j曹群より旅llIしたド顎 洲'標本(表1‑23,24)につい

(FordyceandMuizon,2001 ;Fol･dyce,2002a) .ケトテリウム

ても，既知標本のいずれとも異なる分顛俳である『II能￨ﾉ￨ﾐを

知動物相にみられる上述のような変化もこのようなクジラ

示唆している

知動物相の変遷と関連づけて考えることができる．

このような届レベルの多様性について現化

また前

するヒゲクジラ額と比較を行うと，現生ヒケクジラ類では

述のように中部巾新統嵩岡居群原市層からはケトテリウム

口本周辺に少なくとも4属(βα/["7eﾉ /eI･a胴,MtJgqp/e/･a胴，

類標本とともにナガスクジラ類標本の報告があり，両者が

E""/αe"α届,Escん．/cﾙ""s属)の分ｲ￨丁がみられるが(Jeffb'･son

共存するという点でヒゲクジラ類の進化を考える上でも非

cta1., 1993) ,属レベルでは現ﾉliに￨ﾉE敵する多様性をﾕ'1時の

常に興味深い．

ヒゲクジラ類動物ｲ'三￨でも保持していたと』冴えることができ

以上のように，

日本産のケトテリウム類標本は北西太平

洋における￨rlグループの進化を考察する上で重要な情報を

る．

また，

｜ ｜本産標本はPaﾉﾂど/obq/"e"αI醐, D/oﾉ℃Ce"/4$'｝岡，

もたらしている．

これまで既知の標本に基づいて北￨ﾅﾋi太平

/4g/qocer"届のように北米産ケトテリウム知11 1との知似が

洋におけるケトテリウム類について現時点での知見を概観

認められる．

これらの種レベルでの満荊については， ル11lf

したが，前述のように化石記録をもとにした議荊を行う場

点では￨ ￨本より産出した標本においてinレベルまでの分蚊

合には人為的影響による情報の陥りに注意する必要があ

学的検討が行われた楪本がごくわずかであるため瀧前する

る．

ことができない． ただし，木村ほか(1998)では秩父lll1.j',､4群

データとなる記祓･産出報告など標本情服の継統的な蓄積，

より産出したPα"e/()6"/de"αl,'xl標本について検,;､lを行い， こ

および標本の詳細な分類学的検討を行っていくことが非,ii#

の標本が既知のいずれの純とも災なり￨ ' ilﾙｴ￨の新仰である可

に砿要である

このような影響を最小限にとどめるためにも，基礎

能性を示唆している．

ところで， ケトテリウム弧では大きく2つのグループが

謝

認識されており(Kellogg､ 1928, 1934;KimuraandOzawa,
2002) ，

辞

これらをKimuraandOzawa(2002)はCe/o/ﾙﾋﾉﾂ""7‐

水研究を進めるにあたり，岩手県立博物館の大イ｢聯ﾉど氏

9l.oupおよびﾊα"αce/z/J'‑groupとした． これらのグループは

には標本についての'LI茄なご助言をいただいた, ￨RI立科学

吻部要素の後退様式にhI1杵な述いがみられるullち

￨ '＃物館のl l l能l l里樹博士には￨司館収蔵の''〃/()CE/Z/S''

Ce/()/〃ど"""ﾉ‑groupはCero/ﾙeﾉﾌ"ﾉ〃ﾉWﾙﾙ"に代炎されるような

な"gαﾉ℃"s耐標本を観察する機会を与えて頂いた．

また￨糀名

吻部要素が強く後退し吻部要素後縁がV'了2川iﾘをなす特徴を

の在読背および群賜県立自然史博物館の野村正弘氏には1II

持つ 一方，血α"αce"/s‑groupではCe/o/ﾙeﾉ．/""7‑grOupのよう

柚に対しての有益なコメントを頂いた．以上のﾉﾝ々に記し

な吻部要素の強い後退はみられない．

てお礼￨ ￨ 'し上げます

次にこのグループ分けにJiLづいて￨ ￨水雄ケトテリウム弧

を概観すると，

｜ ｜本の'l]新統雄標本ではこれまで
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