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群馬県西部の安中層群産大型Paleoparadoxiaについて

長谷川善和・木村敏之

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：群馬県西毛地域に分布する中部中新統の安中層群の庭谷層上部から産出した黒澤標本お

よび原市層上部から産出した中島標本の二点の大型束柱目Paleopaladoxiaの化石について記載
した．黒澤標本はthoracic vertebra，costae，sternumなどからなるが水磨されていて不完全なもの
が多い．中島標本は黒澤標本より上位の地層から産出した後足の一部で変形している．両標本

は既知のPaleopaladoxia類より大型で，いくつかの特徴はそれらと異なることがわかった．こ
のことから別種と考えられるが，両方はそれぞれが異なる部位であること，時代が異なること，

いずれも分類上重要なskull，mandible，teethなど共産していないことから両者が同種か否かは
今後の検討課題である．
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On the two large specimens of Paleoparadoxia（Middle Miocene）
from Western Gunma Prefecture，Japan
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Abstract： This paper describes two desmostylian fossils of large-size Paleopaladoxia from the Mid-
dle Miocene Annaka Group in the Seimo area in Gunma Prefecture：the Kurosawa specimen，which 
occurred from the upper Niwaya formation of the Annaka Group and the Nakajima specimen，which oc-
curred from the upper Haraichi formation of the Annaka Group．The Kurosawa specimen，which in-
cludes thoracic vertebra，costae，and sternum，was erroded by water and much of it is imperfect
（Hasegawa et al.，2000）．The Nakajima specimen，which occurred from a formation higher than the 
formation of the Kurosawa specimen，is a part of hind limb with deformation．Since it is found that 
both specimens are larger than known Paleopaladoxia with some differences in features，it is assumed 
that they are of different species．However，given they are different parts and from different periods，
as well as there is no occurrence of skull，mandible，and teeth，which are important in classification，
further discussion is needed to determine whether or not they are of the same spieces．

Key Words： Middle Miocene，Paleopaladoxia，Annaka Group，Gunma Prefecture，Desmostylia.
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はじめに

　1987年吉井町在住の黒澤利衛氏は，吉井町内の鏑川右岸
で化石採集中河床の表面に多数の骨化石が露出しているの

を発見し，この化石を独力で発掘し，一部その補修を行った．

　この標本はアメリカのスタンフォード標本（犬塚・沢村，

1992）や，岩手県二戸市産の金田一標本（大石他，1990）など
との比較によって大型のPaleoparadoxia属のものであるこ

とが判明した（長谷川他，2000）．そのことについては1996年
12月に新聞紙上でも報道された．また1998年8月に開催され
た化石研究会第16回総会・学術大会で行われた「束柱類の進
化」シンポジウムにおいて口頭発表（長谷川他，1998）をし
た．また，戸狩標本発見から100周年を記念して1998年に北
海道の足寄動物化石博物館開館でデスモスチルスシンポジ

ウムが企画された．このとき長谷川は「吉井町の河床から発

掘された世界最大級のパレオパラドキシアの骨格につい
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て」紹介した．2006年の3月国立科学博物館（東京）パレオパ
ラドキシアのワークショップでLos Angeles County Museum
のMcLeod et al．（2006）によって，南カルフォルニア州の
Santa Ana山地のプエンテ層より出た剖出進行中で未記載
標本の模型の一部が紹介された．吉井産黒澤標本よりやや

大きいが，ほとんど同じと思われた．大きさは単純に前肢

の掌部は幅60cmもある．頭骨は約1mの長さである．このも
のについてDomning（2006；口頭発表）はPaleoparadoxiaの中

では時代も新しく，一番大きいことを指摘した（Barnes and 
Domning，2006）．
　また，安中市在住の中島一氏は1984年8月に碓氷川に分布
する原市累層から足根骨と中足骨の一部を発見，1985年に
同一個体と考えられる骨を追加採集した．1986年文科省の
総合研究（A）：「新生代海生哺乳類の生層序と古生物学的研
究」の中で長谷川・田中は「大型のDesmostylus」として記述
したが，検討が充分できなかった．これも大型Paleopala-

doxia属のものであることが明らかとなった．
　これら2点について若干の特長について記録
に留めることとした．ここで吉井産の黒沢利衛

氏採集の標本を黒沢標本と呼び，安中の中島一

採集のものを中島標本と呼んでおくこととす

る．黒澤標本は第1図の柱状図（高橋・林，2004）
中の☆2で，中島標本は図中の☆4に位置する．

古生物学的記載
Systematic　Paleontology

黒沢標本　Kurosawa　specimen

Class　Mammalia　Linnaeus，1758
Subclass　Theria　Parker and Haswell，1897
Mirorder　Tethytheria　McKenna，1975
Order　Desmostylia　Reinhart，1953

Family　Paleoparadoxiidae　Reinhart，1959
Genus　Paleoparadoxia　Reinhart，1959

Paleopaladoxia　sp．
（図版Ⅰ～Ⅵ，図2～4）

標本：GMNH-PV- 97
採集者：黒沢利衛

採集年月：1987年
産出地：群馬県多野郡吉井町，鏑川河床

層準：中部中新統安中層群庭谷層上部層

　この標本は吉井町を流れる鏑川右岸の河床で

黒沢利衛によって採集され，補修した標本は同

定のため群馬県立歴史博物館に持参され，その

後寄贈を受けて現在，群馬県立自然史博物館に

保管されている．本文では黒沢標本として記述

する．当標本の産出状態についてはすでに報告

した（長谷川他，2000）が，標本自体が河床に長
時間露出していたため河水の浸食によってかな

りの部分を消失していたため充分な検討がされ

ないままになっていた．脊椎骨や肋骨は明らか

に交連状態であったことが判る．部分的に環

椎・軸椎など頚椎から胴椎部分に該当すること

が判明したが他の標本と比較するための計測や

図１　群馬県西毛地域の富岡層群と安中層群の層序と束柱類（Desmostylia）の
産出層準．（高橋・林；2004，高橋他；1992，野村・大平；1998）☆2と
☆4が本論文の素材である．

　☆1：碓氷標本（Usui Specimen），GMNH-PV-1682（長谷川他，2006）．
　☆2：黒澤標本（Kurosawa Specimen），GMNH-PV-97（長谷川他，2000）．
　☆3：高山標本（Takayama Specimen），GMNH-PV-600（長谷川他，2000）．
　☆4：中島標本（Nakajima Specimen），GMNH-PV-480（cast）．（長谷川他，1987）．
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特徴を読み取るためには不完全なため全標本の記載は簡単

ではない．ここでは特徴のつかめる部分について記述し

た．当標本の年代は庭谷層穴岡凝灰岩13.5±0.9Ma［FT］よ
り古く，大凡14Ma程度であろうかと思われる．

黒沢標本GMNH-PV-97
第一頚椎（環椎）atlas．図版Ⅰ：図1a～1d
　背弓後半と右側環椎翼を残す．他の部分は殆ど欠ける．

背弓かなり高く，背結節部比較的突出するも，先端を欠き

先端形状は不明．右後関節窩ほぼ完全で，外形・楕円形で，

窩は僅かに凹むがほとんど平面に近い．その内側縁近心に

は軸椎の外側関節面に関節する面が近心方向にそり返るよ

うに凹みを作る．環椎翼は横に長く後方に湾曲し，翼溝前

下方に開いた半円筒形をなす．側方は開いたまま．背弓中

心より翼端までの距離は190mm，翼端幅77mm，翼最大幅
104mm，最小幅72mm．右後関節窩最大（内外側）径90mm，
最小（背腹）径60mm，椎孔最大幅71mm，後関節窩下端より
背弓上端までの高さ150mm，これらの数値より．計算した
環椎の最大幅は360mm，両後関節窩の外側端から外側端ま
での幅（これは軸椎の前間接突起の最大幅と一致する）は

180mm，内側端と内側端の幅44mm．

第二頚椎（軸椎）axis．図版Ⅰ：図2a～2d，図2
　棘突起および左後関節突起のみで，他の部分は欠如す

る．前椎切痕は切り込み少なく，ゆるい曲線を作る．

　棘突起前端はあまり突出しない．棘突起背面はゆるい湾

曲を作りながら後端は上方へつき出る．棘突起前後長

129mmで後端は10mm前後欠けていると思われる．棘突起
の高さは85mmで，棘突起の形状は現生のブタ的である．
　後関節突起は亜四角形で，その面はやや後方に開き下方

内側に傾く，その最大径38mm．復原した左右後関節突起の前
縁での最大幅は104mm，左右後関節の後縁の幅（65mm×2）
は130mmである．

胸椎　thoracic vertebra.
　第3～7頚椎の存在は確認できていない．低角度に伸びた
細く，長い棘突起が3点ほどみられること，肋骨の近くに交
連状態でまとまって産出したことから胸椎と判断してい

る．これらはいずれも磨耗が激しくほとんど特長を把握で

きない．椎体のみを計測すると8個で前後長約61cm，1個平
均8cm弱である．

肋骨　costae．図3
　発掘された肋骨の総点数は十数点になるが殆ど骨頭およ

び骨端を欠き復原は未完成である．形態，大きさの異なる

肋骨は少なくとも10本認められる．Stanford標本と較べる
と遠位の肋骨数本分は欠如していることになる．その中で

の最大長（図3のNo.10）は62＋cm，関節部及び下端両方の欠
損部分を考えると最小10cm以上は不足している．また他
の末端の肋骨の太さは38×31mmでかなり丸味をもったも
ので総体的に肋骨は太く重い．従って，胴体部分は脊椎の

棘突起あるいは軟骨部分を含めると胴体高80cm前後を越
えるであろう．

胸骨　sternum．図版Ⅰ：図3～6．
　4点の胸骨板が発掘されているがいずれも不完全にして
個々の部位を決定しかねる．大きさと残された形から

Stanford標本を比較するとRⅢ‐Ⅳ（Inuzuka，2005）に相当す
ると考えた．第1標本は最大で亜三角形をなす（図6a，b）．
最大長163mm，最大幅161mm，最大厚29mm．第2標本（図
4a，b）は外縁にPaleopaladoxiaの特徴的な曲線状の凹みを
持つことからL－Ⅰとした．最大長144mm，最大幅105mm，
最大厚32mm．第3標本は最も小さいが（図3a，b）残された2
辺が自然で軟骨縫合のための凹凸があることからL－Ⅰ又
はL－Ⅳの内側と考えた．
　やや細長い第4標本（図5a，b）は左右いずれとも判らない
が，中間のⅡ～Ⅲに当るとした．最大長180mm，最大幅
95mm，最大厚23mm．
　これらを個々に最小範囲で復原して，並べると少なくと

も片側の胸椎全長は400mm，幅170mmで，この範囲では
Stanford標本並かそれをこえるといえる．

左肩甲骨　left scapula．図版Ⅱ：図1～3
　前縁，椎骨縁の一部，肩甲骨関節窩の半分，肩峰，肩甲

棘の大部分を欠くが外形の復原はできる程度は残ってい

る．烏口突起，肩甲頚の形状はっきりしない．頚部はかな

り狭く，長い．後側縁はゆるく前方へ曲る．後側縁と背縁

とのなす角度は90度以上の鈍角である．いくらか角張る背
縁は背方向にやや強く湾曲する．前側縁は背側縁と角を作

らない．はじめ後側縁と並行的であるが次第に肩甲棘側へ

曲り，肩甲骨長の上から半分をすぎると急に肩甲骨の幅が

狭くなる．

図２　吉井町庭谷層黒澤標本GMNH-PV-97の第二頚椎（軸椎）の
左側面．a－bの線は椎孔上縁を示す．下関節面はかなり
大きく平坦である．
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　棘上窩は幅が狭いが内側への湾曲は強い．肩甲下窩は外

側ではほとんど平面に近いが内側は大きく凹みその上縁は

肩甲骨棘の基部より前に達する．

　右肩甲骨right scapula（図版Ⅱの図3）とみられる標本は左
肩甲骨と比較して，肩甲棘は極端に基部が厚く，肩甲下窩

の湾曲は深く，肩甲上窩も下窩もその面積が狭い．異常な

形態かと考えるが，骨に特に病的な徴候はみられない．

左上腕骨　left humerus．図版Ⅲ：1a～e
　各部分が欠損していて不完全ではあるが復原可能な範囲

は産出している．骨頭の大部分を欠いているが，右上腕骨

（2a～c）により大体復原可能である．大結節は結節前縁の
大きさは判るが形状は不明．内・外側上頚不完全である．

全体に重厚で，骨頭と上腕骨滑車大きい．上腕骨頭と結節

左側半分以上欠けるが内側と右上腕骨から復原すると，そ

の最大前後径は215mmである．骨体中程内側に曲る三角
筋粗面が発達するが骨体表面はほとんど凹凸がみられな

い．下方鈎突窩は深く凹み，肘頭窩との間は薄い壁とな

る．骨体は内側より外側の湾曲がやや強い．それは外側顆

上稜の後方への発達が強いことを示す．内側上顆と外側上

顆との幅154mm．上腕骨滑車は腹側からみて鼓形（1e）をす

る．内側の方やや大きいが，幅は外側が67mm，内側滑車
56mmで外側の方が幅広である．両滑車面はほぼ半円をな
し，骨体中軸に対して直角に交わる．上腕骨最大長（上腕

骨頭―滑車下端）530mm，骨体（内外側）最小径72mm，同前
後最小径93mm，外形的にはPaleopaladoxia（Inuzuka，2005）
のStanford標本によく似ている．

右上腕骨　right humerus．　図Ⅲ：図2a～c
　右上腕骨（2a～c）は上腕骨頭がほぼ完全で不完全な骨体
の一部を残すだけである．骨頭は亜三角形でFovea capitis
がみられない．大結節は欠如する．上腕骨頚かなり深い．

左撓骨　left radius．図版Ⅳ：図2a～d，図版Ⅴ：1～4
　上腕骨に似て重厚．骨体の内側下半は磨減する．鈎状突

起欠損する．撓骨窩比較的大きく2分し，外側窩は方形で
72×72mm，尺骨とは内外側方向に直線的に接する．内側
窩は三角形で49×49mm，内側窩の尺骨切痕は内側窩の近
心内側から遠心外側方向に斜にできる（図版5の図3）撓骨最
大長330mm，撓骨窩内外側幅120mm，背腹幅73mm，外側窩
の方が大きく面積的には内側窩の2倍に近い．骨体の内外側
最小径65±mm，同背腹径47mm．骨体上半の形状はStanford

図３　吉井町庭谷層産黒澤標本GMNH-PV-97の片側と考えられる肋骨．骨頭・骨端がいずれも破損していて，長さの計測が
できない．同じ縮尺で示してある．
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標本の形状に似るが，中程の湾曲度は少し弱い，よりずん

ぐり形にみえる．

左尺骨　left ulna.　図版Ⅳ：図1a～d，図版Ⅴ：1～4
　重厚な骨で後面ゆるい曲線を描いて曲る．肘関節大き

い．肘頭部厚くよく発達するもあまり後方に反らない．

Stanford標本に似ている．半月切痕大きく深い．肘頭側鈎
状突起は内側前方に強く突出する．撓骨側内側の鈎状突起

は内側に大きく張り出し，撓骨内側窩と斜交して関節し上

腕骨内側滑車切痕となり，外側は撓骨外側窩と並行的に関

節して上腕骨外側滑車切痕に連なる（図3・4）．両切痕の作
る大きさは半円に近い．

　左側前肢は撓尺骨下端から手根骨・中手骨がないので検

討には不充分であるが肩甲骨と上腕骨の関節部は最大に曲

げると肩甲骨背縁から上腕骨大結節前縁まで830mmとな
る．その時，肩甲外角から撓尺骨下端までおよそ1260mm
となり，指先端まで計算するとそれ以上の高さとなる．

指骨　phalange.　図版Ⅵ
　基節骨と考えられる標本2点，中節骨・末節骨と考えられ
るもの各1点がある．いずれも部分的に若干欠けたところ
があるが特長など知る上で問題がない．ほとんど完全に近

い．

a：第3基節骨　図版Ⅵ：図3a～e
　上から見た形は短矩形で，中手骨関節面（3d）ほとんどが
平面に近く僅かに凸，外形亜円形．中節骨関節面（3e）は逆
に近心方向に凹むが背腹方向には平面をなす．指骨頭は大

きく，右側は僅かに隆まる．そのため骨体は左右とも内側

に凹み，全体には鼓型となる．背側は腹側へ腹側は背側に

凹む．骨体は右側より左側にやや厚く，前後の長さは左右

ほとんど同じことから第3基節骨とした．

b：第4基節骨　図版Ⅵ：図2a～e
　第2基節骨同様ほとんど同じ大きさで形も類似するが，
第3基節骨と逆に骨体右側が厚く左側が若干うすい，第2基
節骨と対称形である．よって，第3基節骨と判断した．

c：第4中節骨　図版Ⅳ：図1a～e
　横に長い亜短矩形．厚さは基節骨にくらべるとうすく，

指骨底はわずかに凸，右指骨頭は左骨頭より大きく膨隆し

ている．未節骨との関節面は僅かに近位に凹むがほとんど

平面に近い．骨体内側縁は外側縁より凹みは深い．骨体の

内側の方がやや長いことなどから第4中節骨としたが，こ
とによると第3中節骨かもしれない．確実に区別するには
特徴が明らかでない．指骨の重厚さと底および頭部の側方

に靱帯付着面が発達しないなど，Paleopaladoxiaよりむし
ろDesmostylusに似る．

計測値（mm）

　このような指骨の形態でみる限り，当該標本から遊泳型

と考えることは難しそうである．少なくともStanford標本
の持つ指骨の形のように骨体がかなり扁平で，指骨の底頭

側面に大きく突隆起するような粗面の発達はないことか

ら，彼等より遊泳力は乏しいことは明らかであり，注目す

べき点である．ことによったら，他種動物の指骨が混在し

たかとも考えたが，部分としては複数でもないし，他にそ
図４　黒澤標本GMNH-PV-97の左前肢，肩甲骨から撓・尺骨ま

で連結した状態での，各部分の長さを示した．

中節骨4基節骨3基節骨2

608484指骨最大長

626079指骨体最小幅

313435指骨体最小厚

615768指骨底内外側幅

405257指骨底背腹側厚

737174指骨頭内外側最大幅

324142指骨頭背腹側最大厚
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のことを示唆するような物が産出していない．

中島標本　Nakajima　specimen

Class　Mammalia　Linnaeus，1758
Subclass　Theria　Parker and Haswell，1897
Mirorder　Tethytheria　McKenna，1975
Order　Desmostylia　Reinhart，1953

Family　Paleoparadoxiidae　Reinhart，1959
Genus　Paleoparadoxia　Reinhart，1959

Paleopaladoxia　sp．
（図版Ⅶ，Ⅷ，図5，6）

標本：GMNH-PV- 48（模型）
採集者：中島　一

採集年月：1984年8月
産出地：群馬県安中市碓氷川河岸

産出層準：安中層群原市層上部

　当該標本は碓氷（うすい）川河岸の崖より中島氏が1984年
8月に発見したものである．中島氏によれば原市層の2cm
厚の凝灰岩層より80cmほど上位に9点の後趾部分骨が東西
方向にほぼ一列に配列していた．各骨の上面は腐食を受け

て表面がざらざらになっている．下面にあった骨表面はつ

るつるの光沢を持ち，原形を留めているものもあるが，上

面同様腐食を受けている骨もある．

　各骨はほとんどが地圧により扁平化しているために骨の

形態に関しての記述は正常な形とは著しく異なることが予

想される．骨の配列は自然ではなく，向き位置などが異な

る．また，中足骨類，指骨も相当数欠けることから，たま

たま足の片側が分解された後，一部が集積した状態であっ

たことが想定される．

　当該標本は安中層群中部層の原市層で，馬場凝灰岩層

12.6±1.3M〔FT〕より上位に当ると思われる．対比上当地
域と関連のある標本は長谷川他（2000，2006）において報告
されているが，比較できる部分としては歯のみであり，四

肢骨については当該安中標本と比較できるものはShikama
（1966b），Inuzuka（1994）など若干報告があるがあまりにも
例が少ない．

左踵骨　left Calcaneus．　図版Ⅶ：図2a～d
　地圧を受け，かなり扁平となる．外形は長距形，踵骨隆

起は全体に内側に傾く．後面全体にはスムーズであまり圧

力を受けたようにはみえない．むしろ前面の方が圧縮され

た感じが強い．骨表面にはつやがあり，腐食は見られずほ

ぼ自然状態を保っているように見える．前面は地層中では

上位にあり，かなり腐食がみられ，関節面も不鮮明である．

骨全体が地圧を受け，後距骨関節面は，亜楕円形に近く，

長軸（内外側方向）は骨体の長軸（上下方向）に対し，内側上

方が30度程度上る．後距骨関節面の内側の長軸の位置が骨
体の中間にくる．その内側縁は骨体の内側縁より内側に張

り出す．外側縁は骨体外側縁より2cmほど内側にとどまる
と判断したが，外側まで伸びる隆起があるので，骨体とほ

ぼ同じ幅まで発達していた可能性も考えられる．

　後距骨関節面と方形骨関節面との間に距骨との関節面が

あるようにみえるが明瞭でない．その下方，骨体の左下角

に亜四角形の方形骨関節面が浅い窪みを形成している．こ

れと反対に，骨体の外側縁よりはみだして（親指大）瘤状が

発達する（中距骨関節？）．その内側半分は距骨滑車の外側

の窪みの関節面に関節し，外側の半分は腓骨端と関節する

はずであるが，それぞれの面は腐食していて明瞭でない．

　骨体最大長270mm，踵骨隆起最大幅123mm，同厚さ
46mm，立方骨関節部幅62mm，後距骨関節面左右径83mm，
同上下径75mm，中距骨関節面上下径44mm，同左右径
20mm．
　Stanford標本（Inuzuka，2005）の踵骨隆起と同じように内
側に大きく突出する．立方骨関節部は踵骨の体の中軸にほ

ぼ直角になり，Stanfordとは一見異なる．しかし，その形態
はDesmostylusよりStanford標本に似ている（Inuzuka，2005）．
外形のみでいうとStanford標本を押しつぶした形状に似て
いる．

図５　安中市原市層産中島標本GMNH-PV-48の左距骨（図版Ⅶ：
1c，1a参照）の計測点と値を図示した．
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左距骨　left astragalus．　図版Ⅶ：図1a～c
　当該関係標本の中ではもっとも変形が激しい．圧は左斜

上方からと考えられる力が大きく，表面全体腐食が進み関

節面の判定がほとんどできない．外形は亜五角形で凸凹が

多く，1/2ほどに圧縮されていると考えられる．かろうじ
て踵骨と関節面の広さが合うこと，距骨滑車の内側と外側

の大きさ，などから左側距骨と判断した．計測値は単純に

大きさを示すものである．

　舟状骨navicular内側の関節部の深い切り込み（三角形）が
ある．下方に本来見えない立方骨関節部が反転して広く山

形に突出する．

　距骨滑車下端は土手状（バンク）に盛り上がり脛骨のス

トッパーのようになっている．

左第2中足骨　left 2nd metatarsal．　図版Ⅷ：図1a～c
　短く，幅広い．内側楔状骨関節面は中間楔状骨関節面よ

り広く，中足骨底は両関節面に対してゆるく山形に突とな

る．骨体の全長127mmで，趾骨との関節面は広く，ほとん
ど平面をなす．その幅は94mm，上下幅68mmで，中足骨の
半分を占める．その面は骨体に対して，45度ぐらいの角度
をなす．骨体の最小幅は76mmで趾骨関節面幅よりかなり
小さい．

左第3中足骨　left 3rd metatarsal．　図版Ⅷ：図2a～c
　外形（上面観）概ね短矩形，最大長135mm，外側から内側
方向への圧変が強い．骨体は中央部で内側・外側とも内側

に浅く湾状に凹む．その最小幅77mm．趾骨との関節面は

第一中足骨同様に広く，中央部でわずかに凹むが，ほとん

ど平面に近い．骨体より幅広く，左右最大径94mm，前後
最大径（内側）65mmである．その傾斜角は45度に近い．立
方骨とはほぼ対で間接する．その面はほぼ四角形に近い．

左右径74mm．背腹径66mm．
　当該骨の内側が厚く，外側はうすい．腹側面中央はかな

り強く背側に凹む．趾骨関節部内側の下側にはかなり大き

い種子骨との関節面がみられる．骨体内側後方には幅は狭

いが，背側が幅広く腹側に狭くなる．三角形の関節面が発

達する．これは隣接する第三中足骨との接触面であるが，

他の骨には第4中足骨に該当するものがない．第5中足骨：
なし

左第2基節骨？　left 2nd proximal phalanx ?　図6；2a・b
　不完全な趾骨で先端半分以上を欠く．残されている全長

104mm．近位関節面は亜楕円形で，底腹側は平坦．骨体は
僅かに残るが，骨体中央部いちじるしく扁平となる．腹面広

く凹んでいることを示す．左右径97mm，上下（背腹）57mm．
関節面の大きさから第2中足骨に関節するのに無理がない
ことから第2基節骨とした．

第3基節骨　3rd proximal phalanx．　図版Ⅷ：図3a～c．
　脊側は自然腐食している．内外側縁の内側への湾曲が少

ない矩形の鼓型．内側縁の方が外側縁より湾曲は強い．第

3中足骨との関節面は横長の矩形，左右径92mm，上下（背・
腹）径52mm．ほぼ平面．腹面大きく，浅い凹みを作る．遠
位端はわずかに近位に湾曲するがほとんど直線的で平らな

図６　安中市原市層産中島標本GMNH-PV-48の左第二基節骨？（2a・b），第3中節骨（1a・b）および第2末節骨（3a・
b）の背面観と近位端関節観．
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面をなす．遠位端の内側縁は近位外側腹側に種子骨との関

節面と思われる小さい楕円形の面がある．瘤状に外方へ突

出する．内側縁のそれは弱い．これはPaleoparadoxiaで一
般にみられる．顕著な筋肉観面と比較すると弱い．扁平化

しているが，骨の厚みは内側がやや厚く，外側がうすい．

骨体の中心軸は外側に向う．近位関節面の大きさ形は第3
中足骨とほぼ一致することから第3基節骨と考えられる．

第3中節骨　3rd middle phalanx　図6；1a・b
　遠位端関節面を欠く．腹側および近位関節面腐食されて

いる．外形鼓型をなす．最大長105mm，最小幅58mm．近
位関節面は山型に近く内側は厚く，外側へうすくなる．こ

の関節面やや外方へ向く．近位関節面最大（左右）径80＋
mm，最大（上下）径51mm．骨体の右外側への曲ること近位
関節面の広さから，第3基節骨に対応すると考えたが，長す
ぎる感じがする．右の第3基節骨が妥当かもしれない．

第2末節骨　2nd distal phalanx　図6；3a・b
　亜矩形，近位外側と遠位中程の一部を欠くがほぼ復原で

きる．腹面はほぼ平面であるが，背面は遠位から近位に

向ってドーム状にもり上る．近位関節面はほぼ垂直でやや

中節骨へ凸状に曲る．腹側の中央に爪状の突出がみられ

る．一種のストッパーの役割をしたものかもしれない．形

からして左第2末節骨と判断した．

所属不明指骨　unknown phalanx．　図版Ⅷ：図4a～c
　第5中足骨は中足骨の中では一番大きい．立方骨の外側
に関節するので，ふつう骨底の側方への張り出しが強いの

に，当該標本は全然ない．骨体の内側は厚く，外側が薄い．

よって，第5中足骨の位置にあってもよい．しかし，立方骨
と関節するべき底部は亜円形で，ほとんど平面である．骨

体との間は融合していない．遠位端は内側に強く湾曲し，

内側および遠位背側面に著しい骨の凹凸がみられ，腹面は

凹み病的である．

　骨体の下面は浅い凹面をつくる．遠位端背面に指関節面

がない．中足骨先端の骨異常形成としておくが，判断に迷

うものである．

　最大99mm，骨体最小幅56mm，最大厚38mm，骨底最大左
右幅92mm，最大上下幅82.5mm，骨先端腹側の凹部最大幅
95mm，この前後幅61mm，
　形態的に中手骨・中足骨のいずれに対比できるか不明．

長さと形から考えて中手骨左第4としたが，確信はない．
第2中手骨の近位外側は有頭骨との関節部が発達する．第3
中手骨は有頭骨と有鈎骨と関節するため近位中央底は鋭角

に突出する．

　第4中手骨は有鈎骨との広い関節面と外側に第Ⅲ中手骨
との関節面がある．第5中手骨は三角形骨との関節があり，
骨底外側は大きく厚い板状に発達する．これらはいずれも

関節面が骨体中軸に対して非対称になっている．唯一第4
中手指が有鈎関節面と骨体中軸とがT字型に位置する．し
かし，この標本の骨底関節面は亜円形で，背面は円形を示

し，普通のPaleopaladoxia形とは言いがたい．また，別の動
物のものとも言い難い．ここでは，とりあえず左第5中手
骨？として記録にとどめることとする．

考　　察

　Shikama（1966）はDesmostylus（気屯標本）とPaleoparadoxia
（泉標本）の比較を行った．Inuzuka（2005）はDesmostylus（気
屯標本）とPaleoparadoxia（Stanford標本）との比較を行った．
とくにInuzukaの扱ったStanford標本は保存がよいので比較
するのに極めて有意義である．本題ではこれらを考慮して

検討した．このStanford標本の学名をInuzuka（2005）はPaleo-
paladoxia tabataiとして記載したが，Domning and Barnes
（2007）はP．repenningiを提唱した．本論文ではこの新学名を
使用することに同意する．

　吉井町黒沢標本は総体的に骨形態は基本的にStanford標
本に似る．数値の比較でいえば相対的に大きいが，欠損部

があるので簡単に比較できない．骨はすべてに重厚な感じ

で，明らかにStanford標本，P．repenningiとは異なる．とく
に片面，上にあった部分は水磨を受け表面の特徴が不完全

であるが，下面はかなり原型を保っている．その状態から

みて，当標本は雌的で老化していない個体だったと思われ

る．環椎翼はPaleopaladoxia tabatai（泉標本）の腹面にみら
れるようなドーム状とは異なる．後関節面は他標本に較べ

て極めて浅い凹みでほとんど平面に近い．おそらくPaleo-
paladoxia tabatai に較べて環椎の前後長が短いものと思わ
れる．

　津山標本Paleopaladoxia（亀井ほか，1989）の棘突起の上縁
は中程で凹んでおり黒沢標本とは異なる．この程度は変異

の内かどうかはよくわからない．梁川標本（長谷川他，

1994）の形は似ている．
　肩甲棘が肩甲骨の中央部にあり，近位で肩峰部が肩甲切

痕側に扁しない．棘上窩の肩甲切痕はかなり大きく凹む．

上縁の中程はかなり大きく凹み，上縁の中程に段差を作る

ことからもDesmostylusよりもPaleopaladoxia  repenningi
（Stanford標本）（Inuzuka，2005）に似る．
　2，3残された指骨は骨太で既知のPaleopaladoxia類とも
Desmostylusとも異なる．背椎骨及び肋骨はいずれも完全
なものがなく，各種との特徴を議論するほど材料の検討で

きないので今回は簡単に紹介した．

　中島標本には踵骨，距骨，指骨の一部が発掘されたがいず

れも地圧による変形を受けていること，地層面に対して上

面は腐食を受け自然面がほとんどみられないことから正常

の形態とはいささか異なる．主たる形態の比較はInuzuka
（2005）を参照して行った．踵骨の外形はPaleopaladoxia



群馬県西部の安中層群産大型Paleoparadoxiaについて 23

（Stanford標本）に似てDesmostylusとは異なる．距骨との関
節面は楕円形で骨体中央にやや斜交して大きく広がる．

Stanford標本のように後距骨関節面後端が強く突起を作ら
ない．距骨滑車は中島標本では外側稜の方が内側稜より大

きくStanford標本により似ていると思われる．
　指骨は比較的大きく矩形で，前後（底・頭）の側方突起は

Stanford標本や泉標本のように発達していない．骨体は厚
く，より気屯標本のようなDesmostylus形を示す．
　踵骨，胸骨，中足骨の特徴は基本的にPaleopaladoxiaの性
質を持つ．しかし，既知のPaleopaladoxiaと全く同じでは
ない．細部については異なる．最も大きな違いはかなり大

きいことであり，指骨に関しては骨体底又は頭の側方への

突起の発達はDesmostylus的である．
　中島標本は既知のPaleopaladoxia類の中では最も新しい
時代のもので，12.6±1.3Ma［FT］ないし11.29±0.12Ma
［40Ar-39Ar（biotite）］の値があり，概ね12Maと考えられる．

結　　論

　安中層群庭谷層の黒澤標本は左前肢など同一個体に属す

る標本で，大きさといくつかの特徴からみて既知種のもの

よりかなり大型である．

　安中層群原市層の中島標本は左肢の同一個体に属するも

のと考えられる標本で既知種のものと較べてかなり大型で

ある．

　両者は時代も違い，産出部位も異なることから種の同一

性の議論はむずかしいが，極めて抽象的であるが想像され

る大きさは近似するものと考えられる．

　黒澤標本に関していえば，ほぼ同時代に小型のPaleo-
paladoxiaおよび，Desmostylusが産出している（長谷川他，
2000）が，とくに小型のPaleopaladoxiaは咬柱の一部だけで
黒澤標本との関係を議論することは難しい．むしろ，この

咬柱をもったPaleopaladoxiaは原田篠層産の小型Paleopala-
doxiaとした種と関連があると推察している．
　そして，黒澤標本から時代の新しい中島標本への大型種

に変遷する系列があるのではないかという予感をもってい

る．とくに黒澤標本は，種は別としても北米カルフォルニ

ア州のSanta Ana山地のブエンテ層より産出した大型標本
（未記載）に近いものと推察される．また，時代的にもよく

合い（Domning，1996）Paleopaladoxiaの大型化の流れに沿う
ものと推測される．

　黒澤標本の時代は日本では中・小型のPaleopaladoxiaある
いはDesmostylusと共産する初期の時代を示していると思
われる．北米ブエンテの標本はよく揃っているので，この

標本の研究の成果を待って，これらの諸問題について再検

討できる機会が早く来ることを期待するところである．
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図版の説明

図版Ⅰ．Paleopaladoxia sp．安中層群庭谷層上部層より産出した黒澤標本，Kuro-

sawa specimen GMNH-PV-97

　1．第一頚椎（環椎）．1a；背面観，1b；遠位観，1c；近位観．

　2．第二頚椎（軸椎）．2a；背面観，2b；遠位観，2c；左側面観，2d；腹側観．

　3～6．胸骨．

　　 3．左第1？胸骨．a；背側面？，b；側面．

　　 4．右第1？胸骨．a；背側面，　 b；側面．

　　 5．左第2？胸骨．a；背側面，　 b；側面．

　　 6．左第4？胸骨．a；背側面？，b；側面．

図版Ⅱ．Paleopaladoxia sp．黒澤標本GMNH-PV-97

　1．左前肢（外側観）の交連状態を示す．肩甲骨内側縁から上腕大結節端まで

830mm．上腕大結節上端から肘頭端まで約690mm．肩甲骨上角より撓尺骨

下端まで1260＋mm．

　2．肩甲骨内側面．

　3．右肩甲骨？外側面．

図版Ⅲ．Paleopaladoxia sp．黒澤標本GMNH-PV-97

　1．左上腕骨．a；内側面，b；背側面，c；外側面，d；腹側面，e；遠位端面．

　2．右上腕骨．a；内側面，b；外側面，背側面．

図版Ⅳ．Paleopaladoxia sp．黒澤標本GMNH-PV-97

　1．左尺骨．a；外側面，b；背側面，c；内側面，d；腹側面．

　2．左撓骨．a；背側面，b；腹側面，c；外側面，d；内側面．

図版Ⅴ．Paleopaladoxia sp．黒澤標本GMNH-PV-97

　1．撓・尺骨合体したもの．内側面．

　2．1の外側面．

　3．半月（滑車）切痕における撓・尺骨の組合わせの状態を示す．撓骨内側窩

の近心外側に尺骨内側滑車切痕がかぶるように合体し，上腕骨小頭との関

節面を作る．

　4．3にみられる撓・尺骨の関係を内側からみた状態．

図版Ⅵ．Paleopaladoxia sp．黒澤標本GMNH-PV-97

　1．第4中節骨，2．第4基節骨，3．第3基節骨．

　　 a；背側面，b；側面，c；腹側面，d；近心側面，e；遠心側面．

図版Ⅶ．Paleopaladoxia sp．中島標本，Nakajima specimen GMNH-PV-48

　　 図版ⅦとⅧは安中層群原市層上部層より産出した中島標本．GMNH-PV-48

　1．左距骨left astragalus．a；背側面，b；腹側面，c；近心側．

　2．左踵骨left calaneus．a；背側面，b；内側面，c；腹側面，d；外側面．

図版Ⅷ．Paleopaladoxia sp．中島標本GMNH-PV-48

　1．左第2中足骨．a；背側面，b；腹側面，c；内側面．

　2．左第3中足骨．a；背側面，b；腹側面，c；内側面．

　3．左第2基節骨．a；背側面，b；腹側面，c；内側面．

　4．所属不明指骨．a；背側面，b；腹側面，c；外側面．
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図版Ⅰ
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図版Ⅱ
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図版Ⅲ



群馬県西部の安中層群産大型Paleoparadoxiaについて 29

図版Ⅳ
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図版Ⅴ
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図版Ⅵ
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図版Ⅶ
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図版Ⅷ




