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長野県東筑摩郡四賀村の中部中新統別所層よりヒケクジラ類化石の産出

､～…一一…

木村敏之1 ・長谷川善和! ・日向潤,

'群馬県立自然史博物館：〒370-2345 群馬県富岡市上黒岩1674-1

，諏訪東京理科大学：〒391-0292長野県茅野市豊平5000-1

要旨長野県東筑摩郡四賀村に分布する中部中新統別所層よりヒケクジラ類化石が発見された．

標本は左上顎骨の一部である．保存される部位の形態的特徴により，本標本はケトテリウム類

あるいはナガスクジラ類であると考えられる．本標本は初の記載された別所層産ヒゲクジラ類

化石である．

キーワード：ヒケクジラ類， 巾期巾新世， 別所層，長野県、凹概村
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Abstract :AnewmysticetefbssilwasdiscoveredfiDmtheearlyMiddleMiocene,BesshoFormation,
NaganoPrefecmre,centralJapan~ Thisspecimenconsistsofapartoflcnmaxillawhichbearsawell

developednumentgroovesontheventral surface.Thegeneralshapeofthisspecimenisconsistentwith

thatoftheCetotheriidaeandtheBalaenopteridae.This specimen is thefIrstdeScribedmysticete

specimenfromtheBcsshoFonnation.

KeyWoIds :Mysticeti,MiddleMiocene,BesshoF･nnation,Shiga-mUra,NaganoPreibcmrc

はじめに 標本の記載

長野県の中新統別所屑からはこれまで豊富な化石の産出

が知られており，海生哺乳類ではシナノイルカ

sy'/""odb""s趣""/"e"s/s(Makiyama,1936) ,マッコウクジ

ラSCq/dicer"ssjligens/s (HirotaandBames l995)およびアカボ

ウクジラ類(長谷川･木村,2003)が記載されている． また別

所層の上位にあたる青木層からもシナノトド

Megqgc"軸"'s/"α"oe"s/s(Nagao,1941)および』"o企s"!“

"Tegα"os(BarnesandHirota, 1995)が報告されている．

今回報告する標本は2002年8月，長野県東筑摩郡四賀村

に流れる保福寺川河岸より著者の一人日向によって発見さ

れた標本である．標本が発見された地点には，中部中新統

別所層が分布している． 本論文ではこの標本についての記

載を行い，産出の報告をする‘所蔵機関の略号は以下の通

りである:GMNH,群馬県立自然史博物館;MFM,瑞浪市

化石博物館;SMNH,埼玉県立自然史博物館

標本:GMNH-PV-1429(原標本のレプリカ) .原標本は現時

点では日向の個人所蔵であるが，今後博物館などの公

的機関への寄贈を予定している．

産出地点：長野県東筑摩郡四賀村(図1）

産出層および年代:中部中新統別所層(14-l5Ma) (小坂ほか，

1992）

発見者：日向潤

発見年月日：2002年8月16日

標本は左上顎骨の一部で，吻側端・尾側端ともに欠損し

ている．標本は破損がみられるものの上顎骨'内縁の前顎骨

との関節面および上顎骨外縁はほぼ本来の状態をとどめて

いる． ただし，標本全体に背腹方向の圧縮による変形・破

損がみられる．上顎骨内縁の前顎骨とともに鼻孔を形成す

る部分の湾曲形態から上顎骨の近心に近い部分であると考
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図1 化石産出地点位置図

国土地理院l:50000地形図｢信濃池田｣， 「松本｣ ， 「坂城｣，

「和田」を使用．

考 察

本標本は機能歯を持たず上顎骨腹面に多数の栄養溝が発

達している． このことから本標本は機能歯を保有する原始

的なヒケクジラ類であるヤノケタス科，エティオケタス

科，ママロドン科，ケケノドン科とは明瞭に区別される‘

さらに，本標本では背面観で上顎骨の内外方向の幅が広

く， また上顎骨背面は前顎骨と接する内縁から外縁にむ

かって緩やかに傾斜する平坦面をなしている． このような

特徴はケトテリウム科およびナガスクジラ科と一致する．

ケトテリウム科はナガスクジラ科との近縁性が指摘され

ており，ケトテリウム科はナガスクジラ科の祖先の系統を

含むと考えられている(Bames,1984;BarnesandMcLeod,

1984;Barneseta1., 1985;McLeodeta1., 1993;Fordyceand

Bames, 1994;Fordyceeta1., 1994) . さらにケトテリウム科

は明瞭な判断形質に基づいて定義されておらず，ケトテリ

ウム科は機能歯を欠き，現生ヒケクジラ類の各科にみられ

る派生形質を持たないヒゲクジラ類として認識されてい

る． そのためケトテリウム科は多くの研究者によって側系

統群であると考えられている(FordyceandBames,1994;

KimuraandOzawa,2002など) ．

標本は比較的小型であり，上顎骨外縁の湾曲形態は他の

中新統産ケトテリウム類に類似している， したがって今回

の標本はケトテリウム科である可能性が高いと思われる‘

しかしながら，今回の標本で保存されている部位ではナガ

スクジラ科とケトテリウム科を区別する明瞭な判断形質を

見いだし得ない． そのため本標本の分類は現時点ではヒゲ

クジラ類とするにとどめる，

本標本の予察的な分類学的検討のために， 中部日本の下

部および中部中新統産の次のケトテリウム類標本と比較し

えられる（図2) ．標本の保存全長は549mmである．

上顎骨は内縁より外縁に向かってばぱ平面をなす．保存

されている上顎骨背面では上顎孔は確認できない．前顎骨

とともに鼻孔を形成する面の湾曲は保存部位の中央付近で

もっとも強い湾曲を示す．

背面観において保存部位の吻側端付近がナガスクジラ類

などの上顎骨の形態に類似して強く後方にのびるように見

える． しかしながら， この形態が本当にナガスクジラ類で

みられるような吻部要素の後退における上顎骨の部分であ

るかどうかは不明である．

上顎骨腹面には栄養溝が多数放射状に分布している‘上

顎骨腹面の内縁では腹側に凸の湾曲がある， これは生体時

において鋤骨と接していた面であると考えられるが，背腹

方向の圧縮によりこの部分は二次的に変形している．

五
星 ＝＝

図2別所層産標本保存部位ノ"""/"sIMc"加如sKimuraandOzawa,2002に別所層産標本の保存される部分を灰色部としてプロットした
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た:P""e/o6aﾉαe"asP. (SMNH-VeF-62 ;木村ほか, 1998) ,

D/omce/"ssp(SMNH-VCF-l9;木村ほか, 2000) ,とα"ace"‘＄

/α"cGI)ﾙα/"s(MFM28501 ;KimuraandOzawa20021

Pα"e/o"/Qe"αsp.と比較した場合，本標本では上顎骨内

縁の1)1顎骨と接する部分の湾曲がより強く発達し， さらに

上卿哨'の内外I|旧の変化がPα"e/06Q/qe"asp･に比べて大きい

という違いがある． またD/oﾉ℃“郡Wsp.と比ll唆した場合で

は, D/o/℃ce/zIssp.では｜釦'H'の内外'幅は狭く ，本標本とは

|ﾘ1 11ポに異なっている． Aα"αCe/Z/~F/α"c"ﾙα/"sと比較した場

合では，上顎骨内縁の湾llllの程度，上顎骨の|ﾉ1外lll冊の変化

など，全般的な形態において大きな相述はみられない． し

かしながら, I. /α"L,“〃α/zパと比較して今|I '|の標本の方が全

休'''1に大型である. 11llち，上顎骨の内縁かもっとも湾lllし

ている部分での上顎' 1|' |刈外|胴は本標本では153mmである

が， /､/α"c“ﾙα/"sでは138mm(前顎肖' 1隔を含む) , 125mm(前

顎骨|胴を含まない）である．

)111所層から産出したクジラ類化ｲ,のうちハクジラ類はよ

く研究されているものの（本間,1931;Makiyama,1936;

HirOtaandBarnes, 1995;長谷川・木村,2003) , ヒゲクジラ類

についての報告は非常に少なく ， これまでBarnesand

Hi'･ota(1995)が未|汀l定のヒゲクジラ類化ｲiの産出について

言及しているにすぎない~ ただしBamesandHirota(1995)

では標本についての具体的な記述はなく ，標本の詳ﾎIIIにつ

いては不'11である． したがって，本標本は初の別Ⅳ『層産ヒ

ゲクジラ類の記載された標本となり，北Iﾅﾋi太~1jf派における

クジラ類動物層を考える上での基礎データとしても重要性

を持つ．
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図版1 別所層産ヒゲクジラ類(GMNI l-PV-1429)上顎'| '|'.A) 1!ﾃ川観, B)腹1m側スケールはl()c、


