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はじめに

　長野県の北信地方には鮮新・更新統の猿丸層が広く分布

している．猿丸層からは豊富な海生軟体動物化石の産出が

早くから知られており，これらは下位の柵層産の化石とと

もに柵動物群と呼称されている（Ogasawara，1986）．長野県
の鮮新統からはこれまでいくらかのクジラ類化石の産出が

報告されている（松本，1939；徳永，1939；八木，1939，1943；長

澤・田辺，1994；木村ほか，2007）．しかし，これまで猿丸層か
らクジラ類化石の報告はない．なお，猿丸層からは海牛類

（Shikama and Domning，1970）及び長鼻類（八木・八木，1958；
樽野・戸隠ステゴドン研究グループ，1988；宮下ほか，1993）
などの哺乳類化石が報告されている．今回報告する標本は

筑波大学地球科学系の野田浩司氏らによる野外実習の際に

長野県長野市坂中において発見された標本で，長らく筆者

らにその検討が依頼されていたものである．本論文ではこ
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の標本の記載を行う．またこの標本の分類学的な検討を行

い，初の猿丸層産クジラ類化石として産出報告を行うこと

を目的とする．

　なお後述のように従来“ケトテリウム科”とされてきた

分類群については，近年，再検討が行われ，模式属である

Cetotherium属に代表される形態をもつクジラ類のみをケト
テリウム科（狭義のケトテリウム科）とする考えが主流と

なっている（Bouetel and Muizon，2006；Steeman，2007）．本論
文では“ケトテリウム科”（あるいは“ケトテリウム類”）とし

て表記する場合は，従来“ケトテリウム科”とされてきた分

類群（あるいはクジラ類）を指し，単にケトテリウム科（ある

いはケトテリウム類）と表記する場合は，Bouetel and Mui-
zon（2006）およびSteeman（2007）で定義された狭義のケトテ
リウム科（類）を指すこととする．

標本の記載

標本：TFM-V-1009（TFM：戸隠地質化石博物館，Togakushi 
Fossil Museum）．本標本は左下顎骨の一部からなる．
産出地：長野県長野市坂中

産出層準および年代：猿丸層．猿丸層は下部の砂岩相及び

上部の礫岩砂岩相に区分されている（長森ほか，2003）．本標
本は下部の砂岩相より産出した．猿丸層には複数の凝灰岩

層が挟まれるが（斎藤，1956；長森ほか，2003），本標本はT1
凝灰岩とT2凝灰岩に挟まれる層準より産出した．宮下ほか
（1993）ではT1及びT2凝灰岩のフィッショントラック年代
について，それぞれ2．98Ma（T1），2．28Ma（T2）としている．
したがって本標本の産出年代は後期鮮新世と考えられる．

記載：本標本は左下顎骨の一部からなる（図1）．標本は下顎
体の一部で，背側縁付近が破損により欠損している．保存前

後長は99+mm，最大内外幅は36mmである．高さは保存前端
で44+mm，最も高い位置で67+mmである．図2に背腹方向で
最も高さの高い位置での断面形状を示す．本標本では背側

部が内外方向で幅が狭くなり，内側に張り出している．この

ような形態はヒゲクジラ類の筋突起基部付近でみられる．

本標本では筋突起は基部以外を欠損している．このため図1
における筋突起の外形は本来の形状ではない．腹側縁は後

端付近を除き破損しておらず，本来の形態が観察できる．腹

側縁の断面形状は丸みを帯びている．外側面は保存される

全長にわたって顕著な凸面を形成する．その一方で内側面

は保存される前端付近では凸面を形成するが，外側面にく

らべるとふくらみは弱い．保存される中部から後部の内側

面では下顎体上部がややくぼむ（図2）．このくぼみは下顎体
上部の屈曲による内側への張り出しにより形成されてい

る．最大横径の位置は下顎体の保存される高さの中位に位

置する．前端断面では下顎管が明瞭に観察される．下顎管は

大きく，外側が凸の半円形状を呈する．下顎管の長径（背腹

方向）は29mm，短径（内外方向）は21mmである．

議　　論

　本標本は保存される両端付近の断面形態の比較により左

下顎骨であると判断した．本標本では少なくとも保存され

ている部位では歯槽は観察されない．また保存される背側

部分の形態から，本標本は高い筋突起を持つことが示唆さ

れ，その基部付近は屈曲して内側に張り出す．さらに，保存

される前端断面では下顎管が大きく，それを囲む下顎骨の

厚さは厚いことが観察される（図1D）．

図１　猿丸層産ヒゲクジラ類化石（TFM-V-1009）．左下顎骨，外
側観（A），背側観（B），内側観（C），保存前端断面（D）．スケールは
5cm．
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　前述のように本標本の保存部位は筋突起付近と考えられ

るが，ハクジラ類において当該部位は下顎骨の厚さが薄い．

これに対して本標本では下顎骨は厚く，本標本の形態はハ

クジラ類とは対照的である．さらに，本標本で見られるよう

な筋突起が高く，屈曲する形態は，ヒゲクジラ類の中でもエ

オミスティセタス科，ナガスクジラ科，“ケトテリウム科”の

みで見られる形質である．ただし，本標本ではエオミスティ

セタス科で見られるよりも，筋突起基部の屈曲の程度が強

く，筋突起基部は内側に張り出している．またエオミスティ

セタス科は最も初期の機能歯を失ったヒゲクジラ類であ

り，漸新統からの産出しか知られていない．これに対して，

ナガスクジラ類および“ケトテリウム科”は本標本が産出し

た鮮新統からも化石の産出が多くみられる．このことも本

標本がエオミスティセタス科ではないとする，上記の判断

と矛盾しない．さらに本標本では下顎管が大きく，下顎体の

下部に及んでいる（図1D）．このような形態は現生のナガス
クジラ類ではみられない一方で，“ケトテリウム科”で特徴

的に見られる（長澤，1994）．またナガスクジラ科の化石標本
でも，長澤・田辺（1994）によって報告された長野県の柵層産
ナガスクジラ類化石の下顎骨では，現生のナガスクジラ類

と同様に“ケトテリウム科”に比べて下顎管は太くない．本

標本は断片的であり，これ以上の詳細な分類学的検討はで

きないが，上記のような特徴は本標本が“ケトテリウム科”

であることを示唆している．

　日本の鮮新統より産出している“ケトテリウム科”のう

ち，今回の標本と比較できる部位が保存されている標本は，

いずれも小型で，大きさとしては本標本と近似している（長

谷川ほか，1985；大石，1987）．これに対して同じく鮮新統産
のナガスクジラ類化石で本標本と大きさの比較が可能な標

本では，いずれも本標本と比較して著しく大型である（大石

ほか，1985；いわき市教育文化事業財団，1989；長谷川ほか，

1991；長澤・田辺，1994；長澤，1995，1999；木村・金谷，1996；大
石，1997；長澤ほか，2002；新村ほか，2008）．このことも本標
本が“ケトテリウム科”であることの傍証となるだろう．

　ところで，これまで“ケトテリウム科”は，機能歯を持た

ず，現生科を特徴づける派生形質を獲得していないヒゲク

ジラ類として認識されてきた（Fordyce and Barnes，1994；
Fordyce and Muizon，2001；Kimura and Ozawa，2002など）．
そのため“ケトテリウム科”には非常に多くの属が含められ

ており，以前より分類の再検討の必要性が指摘されてきた

（Barnes，1984；Barnes and McLeod，1984；Barnes et al．，1985；
McLeod et al．，1993；Fordyce and Barnes，1994；Fordyce and 
Muizon，2001；Kimura and Ozawa，2002など）．近年では新た
な標本の発見や多くの形態形質を用いた系統解析に基づい

てヒゲクジラ類内の系統関係や“ケトテリウム科”の系統的

な位置づけについての再検討が多く行われている．その結

果，現在では従来の“ケトテリウム科”の内，Cetotherium属に
代表されるような特徴的な形態をもつヒゲクジラ類のみを

限定的にケトテリウム科（あるいは狭義のケトテリウム科）

とする考えが主流である（Bouetel and Muizon，2006；Stee-
man，2007：狭義のケトテリウム科を特徴づける形質はこれ
らの論文を参照）．なおWhitmore and Barnes（2008）は従来の
“ケトテリウム科”の中にCetotherinae（ケトテリウム亜科）
およびHerpetocetinae（ハーペトセタス亜科）という2つの亜
科を認識しているが，これらの2つの亜科に含まれる属は
Bouetel and Muizon（2006），Steeman（2007）で狭義のケトテ
リウム科とされた属をほぼすべて含んでいる．

　狭義のケトテリウム類は主に後期中新世から鮮新世にか

けて分布するのに対して，それ以外の“ケトテリウム科”は

主に漸新世から中新世の中頃に分布している（Steeman，
2007）．また，狭義のケトテリウム類はいずれも小型であり
（Steeman，2007），本標本の大きさと比較的近似している．こ
のことは，本標本が狭義のケトテリウム科であることを間

接的に示唆するが，本標本は断片的であり，詳細な分類につ

いては判断ができない．

　ところでカリフォルニアの中新統よりKellogg（1934）に
よって報告されているMixocetus elysiusは，Kellogg（1934）に
図示された頭蓋の形態によると，狭義のケトテリウム類に

特徴的な中央吻部要素がV字型に強く後退する特徴を示し
ている．しかしながら，この標本は大規模に修復がなされて

おり，本来の形態を観察することはできないため，その系統

的な位置づけは不明である（Steeman，2007）．またMixocetus 
elysiusは他の狭義のケトテリウム類に比較して著しく大型
である点も特異である．Mixocetus属については新たな保存
のよい標本が発見されるまで，同属が狭義のケトテリウム

科に含まれるかどうか判断できないため，ここでは議論に

おいて同属を扱わない．

　これまで狭義のケトテリウム類の産出は，多くがヨー

ロッパや北米の大西洋沿岸域からであり，北太平洋沿岸域

図２　猿丸層産ヒゲクジラ類化石（TFM-V-1009）．左下顎骨の
断面図（前面観）．
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からの産出は比較的少ない．Bouetel and Muizon（2006），
Steeman（2007），Whitmore and Barnes（2008）にて狭義のケト
テリウム科（またはケトテリウム亜科・ハーペトセタス亜

科）に含められている属のうち，これまで北太平洋沿岸域よ

り報告されているのはCetotherium属，Nannocetus属，Her-
petocetus属のみである（系統的な位置づけが不明である
Mixocetus属を除く）（Kellogg，1925，1929；Hatai et al．，
1963；Barnes，1977；Barnes et al．，1981；長谷川ほか，1985；大
石，1987；Oishi and Hasegawa，1994；篠 原・田 中，2008；Whit-
more and Barnes，2008）．これらのうち日本からこれまで報
告されているのはHerpetocetus属のみである（Hatai et al．，
1963；長 谷 川 ほ か，1985；大 石，1987；Oishi and Hasegawa，
1994；篠原・田中，2008）．また篠原（2007）は幌加尾白利加層よ
り産出した鼓室胞についてHerpetocetus属との類似を指摘し
ているが，「共通点もみられるものの，完全には一致しない」

とし，同標本がNannocetus属である可能性も暗示している．
　前述のように，今回報告する標本は断片的であり，詳細な

分類学的検討はできない．そのため本標本を “ケトテリウ
ム科”として報告するにとどめる．これまで日本より報告さ

れている鮮新統産の“ケトテリウム科”標本はいずれも下部

鮮新統より産出していることから，初の上部鮮新統産の標

本となる．また，本標本はこれまで記載された標本としては

初めての猿丸層産のクジラ類化石である．
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