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松本市四賀の中部中新統から産出した
大型baculumについて
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要旨：長野県松本市四賀の中新統中期の地層からbaculumが発見された．既知のものでは最大

級のものである．その形態について記載した．おそらく当時のかなり大型の海生哺乳類（鰭脚

類）に属するものと考えられる．
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Note on a large baculum from the Aoki Formation of Middle
Miocene age, Matsumoto, central Japan

HASEGAWA Yoshikazu

Gunma Museum of Natural History : 1674-1  Kamikuroiwa, Tomioka, Gunma 370-2345, Japan.

Abstract：Before 1965, a very large baculum fossil was found from the Aoki Formation (Middle

Miocene), Dodaira, Shiga, Matsumoto, Nagano Prefecture, central Japan.

The baculum is 45cm long but incomplete.  Its proximal portion is relatively straight.  The

proximal end has bulbous, small and irregular tuberosities that are about 2~5mm on average to

occasionary 10mm in diameter.  Althoug the distal portion is lacking, the shaft is slightly

curved ventrally.  Internally the outer layer is compact and 5mm in thickness, and inner

portion is composed of uniformally massive spongioza.  We compared this baculum with that of

living Walrus, Odobenus rosmarus, which may be the most similar to our specimen.

Key Words：Middle Miocene, Matsumoto, Nagano Prefecture, Aoki Formation, 

pinniped, baculum.

はじめに

哺乳類の中で生殖器官にbaculum陰茎骨をもつのは，齧

歯類，翼手類，食虫類，霊長類，食肉類および鰭脚類な

どが知られている（Davis，1964；Grasse，1967；Prasad，

1974）これらの形態，大きさはまことに多様であり，そ

れぞれ種の特徴をもっていると考えられている．

ここに報告する標本は旧四賀村五常の故久保諒治氏が

採集した．標本と共に木箱の中に教育学部地学教室のラ

ベルがあるから，はじめ信大教育学部の故田中邦雄教授

の元に持ち込まれたものと思われる．その産地は東筑摩

郡四賀村堂平とされている．いくつかのデータから採集

されたのは，1965年以前のものである．後日筆者が永ら

くそのままになっていたこの標本を預かり調査したとこ

ろ鰭脚類のbaculumと考えられるのでここに報告する．こ

の標本は今まで知られるbaculumの中では最大級のもので

ある．ここで産出地の名称をとって堂平標本と呼ぶこと

にする．

堂平標本の表面は帯褐色で断面は若干黒色を帯びてい

る．このことからこの化石は砂岩層より採掘されたもの
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と思われる．この地域の地質については別所層の上に青

木層をおいたり，両者は同時異層という考えもある（森

下，1975）ようにはっきりしない．堂平といっても正確

な場所はわからない．とりあえず，当地域の地質を青木

層としておく．

標本の記載

この堂平標本（SFM-00003：original，GMNH-PV-

2303；cast）は12個に分断しているが，それぞれに断面が

接続する．おそらく採集時に少しずつ取り出したために

こわれたものと思われる．全体の三分の一程遠位部が欠

如していると想定される．

この標本は最大長43cm以上で，最大の左右厚６cm，上

下厚９cmである．断面をみると外側の５mmほどが緻密

質の骨で，内側は比較的密な海綿質で出来ている．中心

までほとんど均質である．通常の骨より重量感がある．

骨の表面は近位端から15cmほどまでは，強力な骨格筋

が附着していたと思われる大きさと形が不規則であまり

高くない瘤状隆起が不規則にできている．それより先の

表面全体は極めて滑らかである．

横から見ると（図版１のC図参照）番号２から３の所が

最厚で遠位へ向って次第に細くなる．断面は図版２に示

したように近位では亜三角をなすが遠位に向かい亜円形

となる．番号３から11まではやや下方に曲るが11から先

は不明．腹面（図版１のD）は僅かに平坦面を作るが全く

平らでもなく，７から遠位では極く浅く凹むが溝にはな

っていない．欠如部分の断面と他の面の状態は似ている

ので採集者はこれより先を採集できないで母岩中に取り

残したものと思われる．筆者の所有する形のよく似たセ

イウチOdobenus rosmarusのbaculumと較べて復原した堂

平標本（図２）全体の大きさはおよそ70cm長になる．恐

らく，この標本は既知のものでは最大のbaculumである．

考　察

堂平標本は著しく大きく，かつ形態がどの種類とも異

なる．筆者らの限られた資料で比較したところではセイ

ウチのbaculumが最大であるが堂平標本の太さはそれより

２倍ほど大きく，太さおよび推定される長さ共に堂平標

本に匹敵するものはない．

先に述べたようにbaculumは多様であるが，大きくて形

態が比較的単純なものはクマ類（Davis，1964）または海

生肉食性の鰭脚類pinnipedに多い（Sheffer and Kenyon，

1963）．筆者の収集した現生種の比較標本でも同じである．

しかし，いずれも堂平標本に較べて小さい．

筆者の収集品でセイウチの１つはほぼ完全で基本的な

形は他の属種のものに比べて最もよく似ているように思

われる．その長さ49cm，最大幅（左右）は4.2cm，最大高

（背腹径）は4.4cmである．近位の筋肉付着部はくびれが

強く形態のちがいを感じる．それより先の遠位に向けて

骨体全体がゆるく下方に曲ること，断面が亜三角形から

だんだん遠位方向に丸みをもつこと，腹面が平坦になっ

ていることなどよく似ている．この比較に使ったセイウ

チのbaculumの遠位，全体の三分の一は背側に湾曲する．

先端は花が開くように広がり，とくに腹側は前下方へ突

図１　堂平産標本（A）とOdobenus rosmarus（B）およびShark tooth hill 産Allodesmus kelloggi（Buena Vista MNH）（C）の陰茎骨
baculumの比較．いずれも左側面観．目盛10cm.
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出する．前面は粗い凸凹面を造るが堂平標本ではわから

ない．

堂平標本はこの遠位の上方（背側）に曲る部分は欠け

ているが，最も類似度の高い，このセイウチ標本と比較

して堂平標本の欠如した部分の補足復原をした．これは

図２のようになる．この復原によれば全長は大体70cmと

なる．

ところで堂平の近くからはシガマッコウBrygmophyseter

shigensis（Hirota and Barnes，1995）Barnes，2006，ヒ

ゲクジラ類 Mysticeti gen. et sp. indet.（木村・長谷川・

日向），アカボウクジラ類 Ziphidae gen. et sp. indet.（長

谷川・木村，2003）およびアロデスムスMegagomphos

sinanoensis（Hirota and Barnes，1995）やAllodesmus

megallos（Hirota，1995）などをはじめ未記載の海生哺乳

類化石が産出している．この中で鯨類はbaculumを持たな

いので，baculumの問題に関与するのはMegagomphosと

Allodesmusであるが，前者は幼獣のためここで大きさを

検討することはできない．後者のAllodesmusは比較的大

きな頭骨であるが，それは発見当初にデスモスチルスと

比較検討されたぐらいで，セイウチをはるかにこえる大

きさとは思えない．

また，北米のAllodesmus kelloggi（LACM 4320）

baculumについてMitchell，（1966）の報告がある．これは

Allodesmusの中では小さい個体だと思われるが，体長約

221cm，baculumの長さは18.5cmである．また，骨体は堂

平標本より，より強く下方に大きく湾曲し（図１参照）

ていて両者は機能的に違うものと思えた．実はMitchell

（1966）の図版６の図 b’ c’ d’を見ると骨体の中程より遠位

部は欠如していて復原してある．なお先端をみると瘤状

突起の配列はBuena Vista MNHのものと反対になってい

る．Buena Vista Museum Natural Historyの好意によって

復原された骨格は全長330cmで，そのbaculumは長さ

233mm，近位での最大幅23mm以上，高さ30mmである．

このbaculumは骨体の中央部辺を中心に上方に曲るがより

遠位は逆に下方に曲り，先端は再び下向きになる．その

先端は左右上下の径がやや大きくなる．あたかもシカな

どの指骨とくに中節骨の遠位端の関節部を上下逆にした

ような形になる．両側には浅い凹みを持ち，背側は中央

部に前後に走る浅い溝を作る．そして腹側には中央に１

個の瘤状突起が発達し，正面からみると背側に２個腹側

に１個の計３個の瘤が逆三角の形で重なる．そのため，

骨体が大きく湾曲していて，両者の形がちがう．Buena

Vista MNHのAllodesmus kelloggiの形が正常と考えられ

る．この骨体の曲り方はセイウチのbaculumより強いが総

体的に他種のbaculumと較べるとOdobenusとAllodesmus

の二属のbaculumは大きさを除いて最も類似している．し

かし，baculumの上下への湾曲度は，小さいAllodesmus

の方が大きいOdobenusより強い．また，両者の遠位端の

形態は異なる．いずれにしても堂平標本は現生のセイウ

チOdobenusよりおよそ２倍近い太さで，より長いと推定

される．このような大きいbaculumの所有者はどのような

動物であろうか，少なくとも鰭脚類であろうということ

は推察ができた．またセイウチよりはるかに大型の鰭脚

類と思われるがこれに見合う種属の推定はむずかしい．

例えば堂平標本と同じ地域より出ているAllodesmus

megallosのものか，未発見のより大型のAllodesmusのも

のかもしれないがわからない．あるいは，時代は新しい

が信州新町より産出したセイウチ類のAlachtherium

（SFMCV-0001，甲能他，1998）などの仲間で未知種の所

有したものかもしれないということも想定するが，この

baculumを所有する動物の分類群をこまかく推定すること

は現時点ではできない．ここでは未知の大型鰭脚類のも

のとするに止める．おそらく，このbaculumは既知のもの

では世界最大のものと考えられる．
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図２　堂平産baculumの復原想定図：a．堂平産baculum左側面．
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図版の説明

図版１　松本市四賀堂平産陰茎骨baculum：
A，左側面；B，背側面；C，右側面；D，腹側面．目盛10cm

図版２　松本市四賀堂平産baculum 断面観．
番号は第１図版C図の番号に対応する．目盛10cm
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図版１
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図版２


