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要旨：長野県上水内郡信州新町の権田累層より産出したセミクジラ科鯨類化石をセミクジラ属

の新種 Eubalaena shinshuensis として記載した．本標本は大型の頭蓋をもち，鼻孔周辺の前上

顎骨背縁を水平とした場合，鼻骨はほぼ水平であるが鼻骨後方の前頭骨背面及び上後頭骨背面

は吻部後部に対して急角度で後方に傾斜する．また前頭骨の眼窩上突起背面には低い側頭稜が

発達する．さらに上顎骨は比較的広く前頭骨を覆い，前頭上顎縫合は頭頂部より外側に向かっ

て緩やかに湾曲をなす．以上の特徴から本標本は Eubalaena 属であると判断される．さらに

本標本では頬骨突起が後方へ強く突出する，前上顎骨が非常に太いという派生形質を獲得して

おり，既知の Eubalaena 属に含まれるいずれの種とも区別される．本標本の発見された権田

累層の年代は後期中新世末～前期鮮新世と考えられる．これまで報告されている Eubalaena

属の化石記録の年代はいずれも後期鮮新世以降であるため，本標本は最古の Eubalaena 属の

化石記録となる．
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Abstract：A balaenid fossil was found from the Gonda Formation (latest Miocene-Early

Pliocene), Nagano Prefecture, Japan in 1938, and several authors have reported the specimen as

Balaenidae gen et sp. indet.  The specimen originally included many parts of the skeleton,

however, only a cranium and a lumber vertebra are preserved now.  It is placed in the genus

Eubalaena by having the following combination of characteristics: large skull (CBL: 3217+mm)

with highly arched and transversely compressed rostrum, distinct angled apex between the

rostral and cranial bones, wide ascending process of maxilla, parietal spreading onto the

supraorbital process of the frontal, low temporal crest on the supraorbital process of the

frontal, and dome on the supraoccipital.  It differs from other species of Eubalaena in having
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robust premaxilla, posteriorly extended zygomatic process of squamosal, slender nasal, and

relatively less dorsoventrally arched skull, and here we describe the specimen as Eubalaena

shinshuensis, sp. nov.  The geologically oldest known fossil of Eubalaena was found from the

San Miniato Basin Formation (Late Pliocene: ca. 3.5-3.3 Ma) of Italy.  The Gonda Formation,

from which the studied specimen was found, is overlain by Joshita Formation and Joshita

Formation intercalates a Kumeji pyroclastics.  Geological age of Kumeji pyroclastics was

determined as 4.2±0.3 Ma by K-Ar dating. Therefore, Eubalaena shinshuensis represents the

oldest record of the genus and it suggests that Eubalaena had a widespread distribution in

most oceans as early as the Late Pliocene.  The fossil records of balaenid from Japan suggest a

high diversity of the right whales (Eubalaena, Balaena, and Balaenula) in the Early Pliocene of

the western North Pacific.

Key Words：Mysticeti, Balaenidae, Eubalaena shinshuensis, latest Miocene-Early Pliocene,

Gonda Formation, Nagano, Japan

はじめに

長野県北部には新第三系の海成層が広く分布しており，

これまで多くのクジラ類化石の産出が報告されている

（神保，1897，1899；Makiyama，1936；松本，1939；徳

永，1939；八木，1939，1943；冨澤，1958；鹿間・冨澤，

1973；長澤・田辺，1994；Hirota and Barnes, 1995；長谷

川・木村，2003；木村ほか，2004；Kimura et al., 2006な

ど）．今回報告する標本（以下，又田羅標本）は昭和13年

（1938年）11月27日，西澤茂之氏によって長野県上水内郡

信州新町山穂刈又田羅（発見当時は上水内郡津和村大字

山穂刈字又田羅）（図１）より発見された（八木，1939）．

その後，この標本は松本（1939），徳永（1939），八木

（1939，1943）によって産出の報告が行われている．なお，

松本（1939）では２点のクジラ類化石が報告されている

が，今回報告する標本は「津和村 第二號鯨骨化石」と

して報告された標本である．

発見当初，頭蓋は確認されておらず，徳永（1939），八

木（1939，1943）は保存部位を下顎骨，肋骨，及び椎骨

であるとして報告した．ただし，松本（1939）では不明

Figure 1. A, Map showing the fossil locality, using the topographical map of“Hina”, scale 1:25,000, published by
Geological Survey Institute of Japan.  B, Photograph of the fossil locality in the late of 1930s.
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瞭であるとしながらも頭蓋の存在を指摘している．発見

当時，露頭において下顎骨は左右ともに保存されており

（松本，1939），肋骨は少なくとも５点が保存されていた

（徳永，1939）．椎骨は連続した状態で16点，そしてさら

に1.5ｍ離れた地点で２点が発見された（徳永，1939）．な

お徳永（1939）は化石の産状に基づき，失われた椎骨数

を考慮すると，少なくとも30点の椎骨が当初は保存され

ていたと推定している．これらのうち，連続して発見さ

れた16点の椎骨について，松本（1939），徳永（1939），

八木（1939，1943）で椎体前後長の計測値が示されてい

る．

標本はその後，発掘するのではなく，発見時の状態で

露頭にて保存するための処置が執られた（八木，1939）．

また昭和14年（1939年）には長野県の天然記念物に指定

された（信州新町教育委員会，1966）．しかし昭和39年

（1964年）に信州新町文化財調査委員会により行われた現

地調査において発見当初露頭にて確認されていたほとん

どの部位が失われていることが判明した．また発見当初

はっきりと確認されていなかった頭蓋が露頭に保存され

ていることが確認されたため，信州新町より信州大学に

発掘の依頼があり，昭和42年（1967年），信州新町教育委

員会及び信州大学理学部地質学教室の小林国夫教授，医

学部第二解剖学教室の鈴木誠教授，香原志勢助教授らを

中心に発掘作業が進められた．著者の一人，藤田も発掘

に携わった．その後，信州大学において藤田を中心とし

て頭蓋のクリーニング作業が行われた．また産出地点付

近の地質については成田が担当し，標本の記載等は長谷

川及び木村が行った．現在，標本は信州新町化石博物館

に収蔵・展示されている．本論文ではこの標本の記載を

行うとともに，標本の分類学的検討を行う．

所蔵標本の略号：GMNH，群馬県立自然史博物館；SFM，

信州新町化石博物館；MSNT, Museo di Storia Naturale e

del Territorio, Università di Pisa, Italy; NSM，国立科学博

物館；USNM, United States National Museum of Natural

History, Smithsonian Institution, USA

標本の記載

Order Cetacea Brisson， 1762 クジラ目

Suborder Mysticeti Flower， 1864 ヒゲクジラ亜目

Family Balaenidae Gray， 1825 セミクジラ科

Genus Eubalaena Gray，1864 セミクジラ属

Eubalaena shinshuensis new species

（図４－７，８C－D；図版１）

ホロタイプ－SFMCV-0024；頭蓋（分離した吻部断片２点

を含む）及び腰椎１点．

種の標徴－Eubalaena shinshuensis は以下の形質の組み合

わせを持つことから，セミクジラ属（Eubalaena）に含ま

れるいずれの種とも区別される：強く後方へ突出する鱗

状骨の頬骨突起，太い前上顎骨，細長い鼻骨．

産出層及び年代－権田累層，後期中新世末～前期鮮新世．

又田羅標本は権田累層より産出した．又田羅標本の産出

層準は権田累層のほぼ最下部にあたる．化石産出地点の

露頭柱状図を図２に示す．化石産出地点の岩相は細粒砂

岩で，ほとんどの層準でハンモック状斜交層理を呈して

いる．また細粒砂岩層中には泥岩の偽礫や細礫～中礫が

含まれる．化石産出層準より約２ｍ下位にはシルト岩の

薄層もしくは泥岩の薄層がみられ，化石産出層準の上位

には泥岩の偽礫と Ophiomorpha と考えられる生痕化石が

一つの層として２層確認できる．この２層のうち上位

（化石産出層準から３ｍ）の生痕化石層の直下に植物片の

薄層を数枚挟む．化石産出層準直上にあたる下位の層は

松本（1939）及び八木（1943）が指摘した泥岩層に相当

すると考えられる．露頭柱状の下部の細粒砂岩中にはサ

ツマイモ型生痕化石（Rosselia）が見られる．共産化石に

ついては，又田羅標本の産出報告（松本，1939；徳永，

1939；八木，1939，1943）に記述がなく，共産化石の有

無を含め不明である．今回改めて行った現地調査でも化

石は確認されなかった．岩相については吉川（1996）の

堆積相Dに対比され，晴天時波浪限界以深の内側陸棚の堆

積環境と考えられる．

権田累層はかつて「柵累層」の中の部層として扱われ

ていたが，再検討の結果「柵累層」に含まれる各部層は

すべて累層として扱われている（天野・唐沢，1993；天

野・佐藤，1995；甲能ほか，1998；長森ほか，2003）．権

田累層の上位にあたる城下累層下部に挟在する久米路火

砕岩のK-Ar年代について，加藤ほか（1989）は4.2±

0.3Ma，天野・佐藤（1995）は3.5±0.3Maとした（図３）．
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Figure 2.  Lithostratigraphic section of the fossil locality.
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ただし天野・佐藤（1995）は測定に用いたサンプルの変

質の影響により，若い年代が得られた可能性も示唆して

いる．また権田累層と同時異相の関係にある高府累層に

ついて，古田・天野（1993）は高府累層中の火砕岩類の

K-Ar年代を4.3±0.2Maとした．以上より権田累層の堆積

は前期鮮新世以前であると考えられる．さらに保柳ほか

（1998）の信州新町周辺の中新～鮮新統のシーケンス境界

によると，又田羅標本産出地点周辺の地層がSB3(6.3Ma)—

SB4(5.5Ma)の間に堆積したことが示唆されている．また吉

川（1996）及び新妻（2004）では柵層下部の堆積年代を

4—6Maとしており，長森ほか（2003）でも高府累層下部

が中新統である可能性について言及している．本研究で

は権田累層の詳細な堆積年代を決定する独自のデータを

得ていないため，これまでの研究にもとづき又田羅標本

の産出年代は後期中新世末～前期鮮新世とするにとどめ

る．

産出地点－長野県上水内郡信州新町山穂刈又田羅（発見

当時は上水内郡津和村大字山穂刈字又田羅）（図１）

発見日－1938年（昭和13年）11月27日

発見者－西澤茂之（八木，1939）

和名－シンシュウセミクジラ

記載－頭蓋全体は風化により骨表面に破損が見られるも

のの，主要な頭蓋の部位が保存されている．ただし骨表

面の風化の影響で縫合の確認が一部困難である．また吻

部先端付近，前頭骨及び鱗状骨の大部分などを欠損して

いる．頭蓋腹面は破損が多く見られるため詳細な観察を

行うことができない．なお模式標本を直接計測すること

が困難であるため，以下本文中に示されている頭蓋の計

測値は群馬県立自然史博物館に収蔵されている模式標本

のレプリカ（GMNH-PV-1700）により得られた計測値で

ある．

頭蓋は大型で保存全長は3217+mmである（直線長；吻

部断片２点を含む）．側面観での頭蓋全体の湾曲形態に注

目すると，吻部は緩やかに湾曲し，鼻孔周辺より前方で

湾曲が強まる（図４B，図版１B）．一方，頭頂部付近の前

頭骨背面及び上後頭骨背面は吻部後部に対して急角度で

後方に傾斜する．このため側面観で頭蓋全体の湾曲は一

様ではなく，不均一な湾曲を呈する．

前上顎骨は高く，太い．左右の前上顎骨は鼻孔前方で

接し，鼻孔前方における前上顎骨の外面及び背面は滑ら

かな凸面を形成する．この部分での上顎骨より背側の前

上顎骨断面形状はほぼ円形である（図４D）．吻部中部で

は前上顎骨外面がわずかに上顎骨上に張り出す．前上顎

骨の内外幅は鼻孔周辺で急激に減少する．鼻孔周辺の前

上顎骨は背面をわずかに破損するが，内面及び外面の形

状より，破損の程度は小さいと推定される．このことか

ら前上顎骨背縁はほぼ本来の状態を保持していると考え

られる．前上顎骨は鼻骨に沿って後方に伸び，前頭骨と

接する．ただし風化による破損の影響で前上顎骨後端付

近の形態は不明瞭である．右前上顎骨の鼻孔前方での最

太部の幅は112mm，高さは113mmである．鼻孔は大きく，

幅広い．鼻孔の最大幅は188mmである．

上顎骨は保存される前端から，吻部のおよそ1/3程度の

部分で上顎骨外縁が保存される．上顎骨は内外幅が狭く，

細長い．上顎骨の前部では前後方向での上顎骨内外幅の

変化は少なく，左右の上顎骨外縁はほぼ平行である．上

顎骨内外幅は吻部基部付近で増加する．上顎骨前部では，

左右の上顎骨背面のなす角度はほぼ180度である．一方，

吻部基部付近では上顎骨背面の傾斜は強く，保存のよい

右上顎骨の傾斜より推定すると，左右の上顎骨背面のな

す角度は約40度と推定される．ただし二次的な変形の影

響も考えられる．左右上顎骨背面には少なくともそれぞ

れ上顎孔が１つ保存されている．上顎骨は頭頂部におい

て前上顎骨及び鼻骨とともに後方に伸び，前頭骨と接す

る．上顎骨後端付近の形態は骨表面の風化の影響により

不明瞭であるが，上顎骨後端は少なくとも上後頭骨先端

付近の位置まで後退する（図５）．上顎骨後内側部は前頭

骨の眼窩上突起を広く覆う．前頭上顎縫合の形態は

Balaena 属でみられるように頭頂部付近で吻側に伸び，そ

の後，急角度で方向が変化して外側に伸びるのではなく，

頭頂部から緩やかな湾曲をなして外側へ伸びることが示

唆される（図５）．

鼻骨は長方形で，前後方向に長い．ただし骨表面の風

化の影響により鼻骨後端付近の形態は不明瞭である．鼻

骨前端幅は右60mm，左54mm．鼻骨の前後長は後端付近

が不明瞭であるが，少なくとも214mmである．鼻骨幅は

Figure 3. Generalized stratigraphic section around Shinshu-
shinmachi. 1, Nagamori et al. (2003); 2, Motoyama and
Nagamori (2006); 3, Amano and Sato (1995); 4, Kato
(1989); 5, Furuta and Amano (1993); 6, Hoyanagi et al.
(1998)
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全体を通してほぼ一定である．鼻骨前縁には浅い切痕が

発達している．

頭頂部では中央吻部要素（前上顎骨・上顎骨・鼻骨）

後端と前頭骨との縫合痕が破損により左前頭骨において

露出している（図５）．上後頭骨の先端付近は欠損してい

るが，前頭骨背面には上後頭骨の一部が保存されており，

前述のように頭頂部において上顎骨は上後頭骨先端付近

の位置まで後退していたことが示唆される．

頭蓋腹面では破損のため鋤骨が露出している（図版１

C）．鋤骨は長く，少なくとも側頭窩後縁の位置より後方

まで伸びる．前頭骨は破損が多く見られるが，右前頭骨

では眼窩上突起の基部付近が保存されている．眼窩上突

起は頭頂部より外側に向かって急角度で傾斜し，背面に

は低い側頭稜（temporal crest）が発達する．眼窩上突起

背面の傾斜は水平面に対して約75度であり，頭頂部より

連続的に傾斜する．眼窩上突起基部の傾斜及び側頭稜の

方向により，眼窩上突起は後外方に伸張していたと推定

される．頭頂部では，前述のように中央吻部要素後端と

上後頭骨先端の間に前頭骨が露出する．頭頂部の前頭骨

背面は吻部後部に対して急角度で後方に傾斜する．前頭

Figure 4. Eubalaena shinshuensis sp. nov., holotype (SFMCV-0024), skull in (A) dorsal, (B) right lateral, (C) posterior and (D) cross
sectional views. Broken lines indicate unpreserved and/or estimated structures; gray area indicates damaged portions.
Arrow indicates suture between premaxilla and maxilla. Scale bar equals 1m. Abbreviations: Exoc, exoccipital; fm, foramen
magnum; Fr, frontal; Mx, maxilla; Na, nasal; naf, nasal fossa; oc, occipital condyle; Pa, parietal; Pmx, premaxilla; Soc,
supraoccipital; Sq, squamosal; tc, temporal crest; zyg, zygomatic process of squamosal.
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骨後方には頭頂骨が位置する．頭頂骨は前頭骨上に衝上

するが，その程度は破損により不明である．ただし，少

なくとも前頭骨の眼窩上突起の一部を覆う（図５）．

鱗状骨は多くの部分を欠損するが，右鱗状骨では頬骨

突起の一部が保存されている．頬骨突起は太い．頬骨突

起は破損のため不明瞭だが，外方腹側を向く．頬骨突起

は強く後方に突出しており，後面は後頭顆よりも後方に

位置する．側頭窩後面を形成する鱗状骨の面はほぼ平坦

である．

上後頭骨の外縁は大部分が破損しており，現在の状態

では上後頭骨の前部に向かって幅が狭くなる形態を呈す

るが，上後頭骨の本来の外形とは異なる可能性がある．

上後頭骨先端付近はわずかに欠損するが，前頭骨上に残

される上後頭骨の痕跡により，上後頭骨の衝上は発達し，

上後頭骨先端は眼窩より前方に位置していたことが示唆

される．上後頭骨の背面では，先端付近の中央部がドー

ム状に隆起する．外後頭骨の後端は大後頭孔よりも後方

に位置する．また，外後頭骨の腹側縁は大後頭孔よりも

腹側に位置する．後頭顆は左右ともに破損が多く見られ

ることから詳細な形態は不明である．右後頭顆の最大幅

は72mm，高さは165+mmである．大後頭孔は円形で高さ

85mm，幅76mmである．欠損部分について現生セミクジ

ラ（Eubalaena glacialis：USNM23077）を参考とした又田

羅標本の復元図を図６に示す．

腰椎は保存の良い椎体のみからなる（図７）．発見当時，

多数の椎骨が連続した状態で発見されたが，現在では腰

椎が１点のみ保存されている．椎体前面の外形は腹側中

央がやや凸の楕円形を呈している．椎体の腹面では中央

に明瞭な前後方向の稜が発達する．椎体前面高は190mm，

椎体前面幅は217mm，椎体前後長は180mmである．椎体

側面に保存される横突起基部の前後長は右130mm，左

130mm，最大厚は右44mm，左52mmである．徳永（1939）

で示された椎骨の計測値と比較すると，保存される腰椎

はXIVとされた椎骨と計測値が一致する．

Figure 5. Eubalaena shinshuensis sp. nov., GMNH-PV-1700, cast
of holotype (SFMCV-0024). Photograph and line
drawing of left lateral view of a part of the skull.
Broken lines indicate unpreserved and/or estimated
structures; gray area indicates damaged portions.
Abbreviations: Fr, frontal; frmxs, frontomaxillary
suture; Mx, maxilla; Na, nasal; Pa, parietal; Pmx,
premaxilla; Soc, supraoccipital.

Figure 6. Reconstruction of the skull of Eubalaena shinshuensis in
dorsal view.
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比較及び議論

又田羅標本は発見当時には頭蓋以外に少なくとも下顎

骨，肋骨，椎骨など多くの部位を含んでいたが，その後

ほとんどが失われてしまった．現在，信州新町化石博物

館に収蔵されているのは頭蓋及び頭蓋と同一個体由来で

あるとされる吻部断片２点及び腰椎１点である．吻部断

片２点と腰椎はいずれも頭蓋の発掘時に採集されたので

はなく，後に近隣の住民の方より，自宅に保管されてい

た化石の寄贈を受けたものである．

吻部断片は２点ともに大きさ及び形態が頭蓋の吻部前

端付近と類似しているが，いずれの断片も頭蓋の吻部先

端と破断面の形状が一致しない．吻部断片の内の１点で

は側面に「又田羅」と記入されているが，はっきりとし

た採集時の情報は残されていない．もう一方の吻部断片

及び腰椎については又田羅産といわれているが，いずれ

も採集時の情報が残っておらず詳細は不明である．

本標本の産出地点のごく近隣で，又田羅標本の産出地

点と同じ権田累層が分布する上水内郡信州新町山穂刈蟻

之尾（発見当時は上水内郡津和村大字山穂刈字蟻之尾）

よりセミクジラ類化石が産出している（松本，1939）．こ

のほかにも蟻之尾からはナガスクジラ類化石の報告があ

り（徳永，1939），又田羅標本産出地点周辺からは豊富な

クジラ類化石の産出がある．そのため採集時の正確な情

報が無い吻部断片及び腰椎が，頭蓋と同一個体由来であ

るのか，それとも同一または近隣の産地より発見された

別個体に由来するのか判断をすることは困難である．し

たがって，これらの部位は別個体由来の可能性もあるこ

とを指摘しておく．

又田羅標本では吻部が強く背腹方向に湾曲するととも

に，上顎骨の内外幅が狭いため細長い吻部を持つ．これ

らはセミクジラ科の共有派生形質である（Miller，1923；

McLeod et al., 1993；Bisconti，2003）．セミクジラ科に含

まれる属間では頭蓋の湾曲形態に大きな違いがみられる．

すなわち Balaena属などでは頭蓋全体が一連の連続的な湾

曲を呈しているのに対して，Eubalaena 属などでは頭蓋全

体の湾曲が連続的ではなく，吻部と前頭骨及び上後頭骨

Figure 7. Eubalaena shinshuensis sp. nov., holotype SFMCV-
0024, lumber vertebra in (A) anterior and (B) lateral
views. Scale bar equals 10 cm.

Figure 8.  Comparison of skull in lateral view. A-B, Eubalaena glacialis (USNM23077); C-D, Eubalaena shinshuensis sp. nov. (NSM-PV
20176, cast of holotype (SFMCV-0024)); E-F, Balaena mysticetus (USNM257513).  Not to scale.  Broken lines indicate
unpreserved and/or estimated structures. Gray area indicates damaged portions.  Abbreviations: Fr, frontal; Mx, maxilla;
Na, nasal; naf, nasal fossa; Pa, parietal; Pmx, premaxilla; Soc, supraoccipital; Sq, squamosal; zyg, zygomatic process of
squamosal.
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背面の間で湾曲が急激に変化する（Mil ler，1923；

McLeod et al., 1993）．この湾曲形態の違いは，特に鼻孔周

辺の前上顎骨背縁に対する鼻骨，頭頂部付近の前頭骨及

び上後頭骨背面の傾斜の違いで明確に認識することがで

きる．

頭蓋が連続的な湾曲を呈している Balaena属では鼻孔周

辺の前上顎骨背縁を水平にした場合，鼻骨背面は後方に

傾斜する．そして鼻骨後方に位置する前頭骨背面，上後

頭骨背面も鼻骨と連続的な傾斜を呈している（図８E，F）．

同属の化石種である Balaena montalionis でも吻部の大部

分は欠損するものの，保存される左上顎骨後端付近及び

鼻骨背面の傾斜と上後頭骨背面の傾斜は連続的である

（Bisconti，2000，2003）（図９B）．同様の頭蓋の湾曲形態

は Balaenella brachyrhynus でも観察される（Bisconti，

2005）．

一方，頭蓋が不均一な湾曲を呈している Eubalaena 属

では鼻孔周辺の前上顎骨背縁を水平にした場合，鼻骨背

面も水平である．しかしこれらに対して鼻骨後方の前頭

骨背面及び上後頭骨背面は急角度で後方に傾斜しており，

前上顎骨及び鼻骨背面と鼻骨後方の前頭骨及び上後頭骨

背面の傾斜は大きく異なる（図８A，B）．同様の形態は

Balaenula astensis（図９A；Bisconti, 2000, 2003）及び

Balaenula 属の模式種である Balaenula balaenopsisでも観

察される（Van Beneden，1880；Abel，1941）．

又田羅標本では頭蓋全体が背側に強く弧を描いて湾曲

しているが，鼻孔周辺の前上顎骨背縁を水平とした場合，

鼻骨背面は水平であり，これに対して鼻骨後方の前頭骨

背面及び上後頭骨背面は急角度で後方に傾斜する（図８C，

D）．このため側面観で頭蓋全体の湾曲は吻部背面と前頭

骨及び上後頭骨背面の間で不均一な湾曲形態を呈してい

る．これは Eubalaena 属などと同様の湾曲様式である．

Bisconti（2005）はこのような不均一な頭蓋の湾曲様式は

Eubalaena 属と Balaenula 属で獲得された派生形質である

ことを指摘している．

又田羅標本では破損のため程度は不明瞭だが頭頂骨が

前頭骨の眼窩上突起を覆う．このような形態はセミクジ

ラ科において Eubalaena 属及び Balaenula 属のみで獲得さ

れている（Bisconti，2005）．また前述のように，又田羅

標本は上顎骨が強く後退し，上顎骨後内側部が幅広く，

前頭上顎縫合が頭頂部から外側に向かって緩やかなカー

ブを呈することが示唆される（図５）．同様の形態は

Eubalaena glacialis でも獲得されている（図８A，B）．こ

のような形態は Balaena mysticetus，Balaena montalionis，

Balaenella brachyrhynus でみられるような，上顎骨の後退

が比較的発達せず，前頭骨を覆う上顎骨後内側部の幅が

狭いために前頭上顎縫合は頭頂部付近で吻側に伸び，そ

の後，急角度で方向が変化して外側に伸びるといった，

頭頂部付近で強く前方に凸をなすという湾曲とは非常に

対照的である（Van Beneden and Gervais，1880；Bisconti，

2002，2005）．

Balaenula 属は小型のセミクジラ類であり，前頭骨の眼

窩上突起背面には側頭稜が高く発達する（Bisconti，2003）．

これに対して又田羅標本は大型で，保存される眼窩上突

起背面において側頭稜は低く，これらは Eubalaena 属と

共通する形質である．このことから又田羅標本は明らか

に Balaenula 属とは区別される．さらに又田羅標本は

Bisconti（2002，2003，2005）で Eubalaena 属を特徴付け

る派生形質とされた上後頭骨背面に発達するドーム状の

隆起を獲得している．以上より，又田羅標本は Eubalaena

属であると判断される．

ところで現生のセミクジラ類は伝統的に２属（Balaena

属及び Eubalaena 属）に分類されてきた（Allen，1908；

Reeves et al., 2004など）．これに対して Rice（1998）は現

生種を単一の属（Balaena）として分類すべきであるとし

た．しかし，前述の頭蓋の湾曲形態の相違をはじめ，両

属を区別する多くの形質がこれまで指摘されており，

Eubalaena 属は Balaena 属とは異なる独立した分類群であ

るとする見解が広く受け入れられている（Allen，1908；

Miller，1923；Hershkovitz，1966；Cummings，1985；

Jefferson et al., 1993；McLeod et al., 1993；IWC，2001；

Kenny，2002；Reeves et al., 2004など）．本論文でも両属

間に見られる形態的な相違に基づき Eubalaena 属と

Balaena 属はそれぞれ独立の属であるとする見解である．

Eubalaena 属には Abel（1941），Plisnier-Ladame and

Quinet（1969）によって報告されたベルギーの上部鮮新統

より産出した Eubalaena belgica 及び現生種が含まれてい

るが，Eubalaena 属に含まれる現生種の分類については議

論が分かれている．現生セミクジラは北太平洋及び北大

西洋の温帯から亜極圏，南半球のおおむね南緯22から55

度の海域に分布している（Jefferson et al., 1993）．この現

生セミクジラの種レベルの分類について，これまで大ま

かに以下の３通りの見解が示されている．すなわち，こ

れらをすべて単一の種（E. glacialis）とする見解

Figure 9. Lateral views of the skull. A, Balaenula astensis
(holotype, MSNT MC CF35); B, Balaena montalionis
(holotype, MSNT MC CF31, reversed for comparison).
Not to scale.
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（Hershkovitz，1966；Rice，1998など：ただしRice，1998

では前述のように Balaena 属としている），北半球と南半

球のグループを区別し，それぞれセミクジラ（E. glacialis）

及びミナミセミクジラ（E. australis）とする見解（Cummings，

1985；Jefferson et al., 1993など），そして北太平洋，北大

西洋，南半球の個体を，それぞれセミクジラ（E. japonica），

タイセイヨウセミクジラ（E. glacialis），ミナミセミクジラ

（E. australis）に分類する見解（加藤ほか，2000；Rosenbaum

et al., 2000；Gaines et al., 2005など）である．なお，すべ

てを単一の種とする見解でも Rice（1998）ではセミクジ

ラ類を北半球と南半球に分布する個体を別亜種とし，北

半球に分布する個体を B. g. glacialis，南半球に分布する個

体を B. g. australis としている一方で，Hershkovitz（1966）

では北太平洋，北大西洋，南半球の個体を別亜種として，

それぞれ E. g. japonica，E. g. glacialis，E. g. australis とし

ているなどの見解の相違がある．

Rosenbaum et al.（2000），Gaines et al.,（2005）はミト

コンドリア及び核遺伝子の塩基配列の解析により，北太

平洋・北大西洋・南半球に分布する個体間では明瞭な遺

伝的差違が見られ，北太平洋に分布するグループは北大

西洋に分布するグループより南半球に分布するグループ

に近縁であることを指摘した．この結果は少なくとも現

生種を別種あるいは別亜種として北半球と南半球に分布

するグループに区別する見解とは明らかに一致しない．

さらに Rosenbaum et al.（2000）及び Gaines et al.（2005）

では，３海域に分布する個体間でみられる遺伝的差違に

基づいて，現生セミクジラは３種に分類されるとしてい

る．しかしこれらの研究よって示された遺伝的相違によ

って，現生 Eubalaena 属を１種とするのか３種とするの

かについて判断することは種の認識自体の問題であり，

より多くの標本に基づいた形態学的研究が必要である

（Reeves et al., 2004）．Omura（1958），Omura et al.（1969）

は北太平洋と北大西洋に分布する個体間について形態学

的な検討を行った結果，両地域に分布する個体間での顕

著な形態の相違は見られないことを指摘している．

このように現生種の分類については議論の余地がある

ものの，いずれにしても又田羅標本では現生種及び

Eubalaena belgica と比較して，鱗状骨の頬骨突起がより

後方まで突出するとともに，前上顎骨が太いという派生

形質を獲得しており，明確に区別される．さらに又田羅

標本では細長い鼻骨を保持している．又田羅標本の鼻骨

前端幅（片側）に対する鼻骨前後長の比率は少なくとも

3.5以上である（鼻骨前後長：214+mm；右鼻骨前端幅：

60mm；左鼻骨前端幅：54mm）．これに対して現生セミク

ジラではこの比率が約２であり（McLeod et al., 1993），又

田羅標本は現生種よりも細長い鼻骨を持っているといえ

る．Eubalaena belgica については鼻骨が欠損しているた

め議論できないが，ムカシクジラ類や Aetiocetus，

Chonecetus，Janjucetus などの機能歯を保有するヒゲクジ

ラ類及び機能歯を持たない初期のヒゲクジラ類である

Eomysticetus では細長い鼻骨を持つ（Kellogg，1936；

Barnes et al., 1995； Sanders and Barnes， 2002；

Fitzgerald，2006）．したがって又田羅標本では原始的な

鼻骨の形態を保持していると考えられる．また又田羅標

本では吻部後端に対する前頭骨及び上後頭骨背面の傾斜

も，現生セミクジラに比較してやや傾斜がゆるい．この

形態も現生セミクジラに比較して原始的な形質であると

いえる．以上より又田羅標本は既知の Eubalaena 属に含

まれるいずれの種とも区別される．

これまで日本から報告されたセミクジラ類とされる化

石記録を表１に示す．リストに示した以外に長谷川・加

藤（1974）は秋田県由利本庄市矢島町（発見当時は秋田県

由利郡矢島町）の上部中新統針ヶ岡層より Morenocetus?

sp. の産出を報告しているが，この標本は加藤（1979）に

より Megaptera miocaena とほぼ同一の種とされた．さら

に加藤（1996）はこの標本について，コククジラ類との

関連を示唆している．ただし大石ほか（2001）ではこの

標本とコククジラ類との近縁性を否定している．

Table 1.  List of the fossil balaenid from Japan.
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これまで日本から報告されている Eubalaena 属の化石

記録は Nishiwaki and Hasegawa（1969）が秋田県にかほ

市象潟町（発見当時は秋田県由利郡象潟町）の完新統か

ら報告した，化石化のあまり進んでいない現生セミクジ

ラ Eubalaena glacialis のみである．ただし現時点では詳細

な分類学的検討がなされていない標本もあり，今後，表

に示した標本について再検討がなされることによって新

たに Eubalaena 属の産出が明らかとなる可能性がある．

特に，松本（1939：表１の11）によって報告された長野

県上水内郡信州新町山穂刈蟻之尾（発見当時は上水内郡

津和村大字山穂刈字下蟻之尾）産の標本は又田羅標本の

ごく近隣より発見されており，産出層準も又田羅標本の

産出層準とほぼ同じであることから又田羅標本との関係

が注目される．この標本は頭蓋（上顎骨・前上顎骨・鋤

骨），上腕骨，肋骨，椎骨などからなり，セミクジラ類に

特徴的な細長い吻部を持つ（松本，1939）．また，吻部の

大きさは又田羅標本と類似している．この標本は地元の

小学校に保管されていたが，現在この小学校は廃校にな

っており，廃校以後の標本の所在は不明である．したが

ってこの標本についての詳細な検討はできないものの，

又田羅標本と同一種である可能性も考えられる．

Eubalaena 属の化石記録はあまり多くない．前述のよう

に，これまで報告されている日本産の Eubalaena 属化石

は Nishiwaki and Hasegawa（1969）によって秋田県の完

新統より報告された Eubalaena glacialis のみである．ヨー

ロッパからの産出では，Abel（1941）はベルギーのアント

ワープ近郊の上部鮮新統より産出したセミクジラ類化石

を Balaena belgica として記載した．Plisnier-Ladame and

Quinet（1969）はこの標本の産出層準を鮮新世末～更新世

初頭としている．McLeod et al.（1993）ではこの標本につ

いて鱗状骨の頬骨突起や前頭骨の眼窩上突起，上後頭骨

の形態が Balaenula 属の模式種であるBalaenula balenopsis

と類似することから Balaenula belgicaとした．しかし

Bisconti（2003，2005）は頭蓋の大きさや上後頭骨の外形

などから，この標本を Eubalaena 属とした．他の

Eubalaena 属の化石記録としては，Bisconti（2002）はイ

タリア，トスカーナ州より Eubalaena sp. の産出を報告し

た．この標本の産出年代は後期鮮新世（およそ3.5-3.3Ma）

である（Bisconti，2002）．それ以外ではPilleri（1987）が

北部イタリアの鮮新統より産出した２点の標本について，

Eubalaena glacialis 及び（？）Eubalaena glacialis として報

告している．しかし，それらの標本は前者が橈骨１点の

み，後者が腰椎１点のみであり，Bisconti（2002）はこれ

らの標本は Eubalaena 属と同定するには十分な情報をも

っておらず，Eubalaena 属とは判断出来ないと指摘してい

る．他にもBisconti（2002）ではいくらかのEubalaena 属

の報告を引用しているが，いずれも産出年代は後期鮮新

世以降の化石記録であるとしている．また南米からの産

出では Fidalgo et al.（1981）はアルゼンチンの完新統より

Eubalaena sp. の産出を，Cunha（1985）はブラジルの更

新統よりEubalaena sp. の産出を報告している．オースト

ラリアからの産出ではFitzgerald（2005）がDixon（1990）

によって記載されたEubalaena australis について言及して

いる．またHowchin（1919）によりBalaena 属として報告

された下部鮮新統産の標本について，McLeod et al.（1993）

は Eubalaena 属である可能性を示唆しているが，

Fitzgerald（2004）はこの標本について Balaenidae gen. et

sp. indet．としている．

以上のように，これまで Eubalaena 属として報告され

た化石標本の産出層準はいずれも後期鮮新世以降である．

前述のように又田羅標本の産出層準は後期中新世末～前

期鮮新世と考えられることから，又田羅標本はEubalaena

属としては最古の化石記録となる．したがって又田羅標

本はセミクジラ類の進化を考察する上で重要な標本であ

る．又田羅標本により，少なくとも北西太平洋では前期

鮮新世において Eubalaena 属，Balaena 属，Balaenula 属

の多様なセミクジラ類の分布があったことが示唆される

とともに，鮮新世には Eubalaena 属が広範囲にわたって

分布していたことが示唆される．今後，又田羅標本の系

統的な位置づけなど詳細な検討を行うことでセミクジラ

類の進化についての貴重な情報をもたらしうる．
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Plate 1. Eubalaena shinshuensis sp. nov., NSM-PV 20176, cast of holotype (SFMCV-0024), skull in (A) dorsal, (B) right lateral,
(C) ventral, and (D) posterior views. Scale bar equals 1m.


