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要旨：群馬県の中新統から産出した化石蔓脚類を記載した．化石蔓脚類は，庭谷層のミョウガ

ガイ科の1種，原市層のムカシフジツボ科のStriatobalanus sp.，茶屋ヶ松層と馬見岡凝灰岩層の
フジツボ科の 1種からなることが判明した．庭谷層産ミョウガガイは，国内のミョウガガイ科
の化石としては 5例目であり，他のミョウガガイ科の化石と同様に泥質堆積物から産出する．
Striatobalanus sp．は，国内の中新統では初産出となるムカシフジツボ科の暖流系種である．本
種は海洋表層の暖流にともなって国内に分布していたと推定される．群馬県産化石蔓脚類の産

状は，分類や古生物地理に有用な追加標本の産出を示唆しており，今後の詳細な調査・採集が

期待される．
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Abstract： We describe fossil barnacles from the Miocene of Gunma Prefecture，central Japan．The 
fossils were classified into three species：a scalpellid from the Niwaya Formation，an archaeobalanid 
Striatobalanus sp．from the Haraichi Formation and a balanid from the Chayagamatsu Formation and 
the Mamioka Tuff．The scalpellid，the fifth Japanese record of this family，occurred from muddy 
deposits，as with other Japanese fossils．Striatobalanus sp．is the first Miocene record of warm-water 
archaeobalanids in Japan．The species probably distributed in Japan with warm surface currents．
Preservation modes of the fossil barnacles imply the further occurrence of additional specimens which 
will progress their taxonomy and paleobiogeography．
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はじめに

　蔓脚類（Cirripedia）はフジツボ類（Balanomorpha）やミョウ
ガガイ類（Scalpelliformes）などからなる分類群であり，節足
動物門甲殻亜門に属する．現生蔓脚類は潮間帯から深海の

熱水噴出孔まで幅広い海洋環境に生息している（Foster，
1987）．蔓脚類は化石記録が豊富であり（Newman et al．，
1969；Newman，1996），国内では現生種のフジツボ類につい
て，時空分布が詳細に復元されている（Yamaguchi，1973，
1977a，b；山口，1988）．これらの先駆的研究によると，現生種
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の化石記録は中新世以前から乏しくなっており，加えて新

種の可能性のある化石が10種以上見つかっている．そのた
め中新世以前の化石フジツボについては分類を進めていく

必要があり，検討の余地が残されている．

　一方，国内の化石ミョウガガイ類は，1990年代まで未記
載種を含む 3種の化石記録が知られているのみであった
（Noda，1975；浜田・糸魚川，1983；三本，1991）．しか
し近年，北海道から沖縄にかけての白亜系・第三系から，

次々と化石ミョウガガイ類が発見されている（野村ほか，

2004；野村，2007；野村・清水，2008）．従来，化石ミョウ
ガガイ類の報告は，ヨーロッパ・北アメリカなどの北大西

洋域と，オーストラリア・ニュージーランドなどの南太平

洋域に集中していた（例えばDarwin，1851；Withers，1928，
1935，1953；Buckeridge，1983）．よって国内の化石ミョウ
ガガイ類は，従来化石記録の空白域となっていた北太平洋

域の記録として重要である．

　群馬県からは古くから化石フジツボの産出が知られてい

た（横山，1921；大森ほか，1976；中村ほか，2000）．しかしなが
ら，いわゆるBalanus sp．として報告されており，詳細な分類
学的記載は無かった．そこで筆者らは，群馬県立自然史博物

館（GMNH-PI）に所蔵されている中新統産の化石蔓脚類を
検討し，産出地の現地調査により追加標本も採集した．その

結果，フジツボ類だけでなく，国内では 5例目となるミョウ
ガガイ類の産出も明らかになった．本論はこれらの群馬県

産化石蔓脚類の記載を行い，産出意義と今後の展望につい

て論じる．

産 出 地

　化石蔓脚類が産出したのは群馬県内の以下4地域である
（図1）．
Loc．1：多野郡吉井町小棚，鏑川，吉井大橋より東側の川床．

中部中新統，安中層群庭谷層（高橋・林， 2004），砂質
シルト岩．

Loc．2：安中市原市，碓氷川，柵橋から七曲橋間の川床．中部

図２　化石蔓脚類の殻板構成．
A，ミョウガガイ類（Arcoscalpellum sp.）：A1，右側面；A2，腹面；A3背面．B，フジツボ類（シロフジツボ Striatobalanus tenuis）：B1，上面；
B2，B1の殻板を分離させた模式図；B3，周殻の殻板（側板）．cap：頭状部，ped：柄部，s：楯板，t：背板，c：峰板，lu：上側板，li：中側板，lr：嘴側
板，lc：峰側板，pes：柄鱗，r：嘴板，opv：蓋板，shw：周殻，l：側板，ra：輻部，al：翼部，pa：主壁．B1，B2 は野村ほか（2004）から引用．

図１　産地位置図．
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中新統，安中層群原市層（高橋・林，2004），シルト岩．
Loc．3：吾妻郡高山村，上越新幹線中山トンネル内工事時の

露頭．中部中新統，茶屋ヶ松層（中村ほか，2000），礫質
極粗粒砂岩．

Loc．4：桐生市新里町武井，宅地造成時の露頭．上部中新統，
馬見岡凝灰岩層（大森ほか，1976），火山礫凝灰岩．

化石蔓脚類の産状

　ミョウガガイ類やフジツボ類は体を複数の殻板で覆って

いる（図2，図3）．庭谷層から産出した化石ミョウガガイは，3
枚の単離した殻板が隣接して保存されている（図4）．3枚の
殻板は 1枚の峰板と2枚の左背板からなる．1個体に 1枚のみ
である左背板が 2枚あることから，少なくとも 2個体分の殻
板が集まっていることになる．これらの殻板は外形がほぼ

維持されており，表面の装飾も良く保存されている．

　化石フジツボ類は殻板が分離していない周殻の状態で保

存されている（図5，図6）．原市層産標本の殻底には材化石の
一部が残っており，木片への付着が示唆される（図5K）．ま
た，茶屋ヶ松層と馬見岡凝灰岩層から産出した標本では，殻

底にChlamysの肋とみられる印象が残っている（図6B2，R2，
S2，T2）．
　原市層産標本には15個体が密集しているものがあり，小
型個体を除いて個体同士が覆いかぶさらないように分布し

ている（図5L）．大型の周殻は，ほぼ直立した円筒形である．

一方，大型個体の隙間を埋めるように付着した小型個体は，

周殻が変形している．同様に個体に別個体が付着している

ものは，すべての個体の開口部が一方向を向くように周殻

を変形させている（図5A，G，J）．したがって圧密を除いて，
周殻の変形は足場の広さが関係しており，狭い場所に密集

して付着していたことを反映していると推定される．

　化石フジツボ類は，圧密のほかに殻外層や殻板の剥離・溶

解を受けていることがある（図5，図6）．殻の剥離・溶解によ
り，標本の表面には壁管を仕切る多数の隔壁や縦走する内

肋の印象（図3）が観察される．また殻が全て溶けている場合
は，凸状の特徴的な印象化石として保存されている（図3，図
6）．

化石蔓脚類の記載

Systematic Paleontology

　各形質の用語は弘（1937），Newman et al．（1969），山口・久
恒（2006）に従う．

Subclass Cirripedia Burmeister，1834
Superorder Thoracica Darwin，1854

Order  Scalpelliformes Buckeridge and Newman，2006
Family Scalpellidae Pilsbry，1907
Scalpellidae gen．et sp．indet．

（図4）

図３　フジツボ類の周殻のキャスト（雄型）と殻板の横断面．
A-B，周殻（アカフジツボMegabalanus rosa）：A1，上面；A2，底面；A3，キャスト；B1，右側面；B2，B1の内面；B3，キャスト．C，殻板の横断
面（矢印の方向が内側）：C1，ムカシフジツボ科（Striatobalanus sp.）；C2，フジツボ科（Megabalanus rosa）．b：殻底，ol：殻外層，il：殻内層，
ls：隔壁，lt：壁管．スケールは1 cm（A-B），1 mm（C）．



野村真一・髙桒祐司62

標　本－GMNH-PI-2901（ 2 個体以上の集団標本）.
産出地・産出層準－Loc.1．安中層群庭谷層（中部中新統）.
採集者－黒澤利衛．

記　載－峰板は半角筒形であり，楯板側へ向かって弓状に

屈曲する（図4B）．殻頂は上部の先端に位置する．背側の面
（tectum）には，殻頂から底部にまで走る深く幅広い溝があ
る（図4B1，B2）．溝の両側は弱く膨らんでおり，細い縦走溝
がある．基底縁は凸状に膨らむ．側面（parietes）は広い（図
4B3）．表面には基底縁に沿って屈曲する明瞭な成長脈が密
にある．

　背板はほぼ三角形であり，殻頂では殻がやや厚くなる（図

4C，D）．閉塞縁と楯板縁は外側へ弱く膨らむ．閉塞縁と楯板
縁のなす角は鈍角である．底角は鋭角である．峰板縁は弓状

であり，殻頂付近で内側へわずかに屈曲する．

　峰板の形態よりミョウガガイ科に属すると判断される．

特に峰板の背側に溝をもつ種群はミョウガガイ科のAr-
coscalpellum属に良く見つかる（例えばWithers，1935，1953；
Zevina，1981）．峰板にみられる広い溝と成長脈の特徴は，北
大西洋の深海に生息する現生種 A．phrygianumの峰板
（Broch，1953）と良く類似する．しかし A．phrygianumは溝の
両側の高まりに縦走溝がないことから区別される．詳細な

同定には，他の6種類の殻板（楯板・嘴板・上側板・中側板・峰
側板・嘴側板）の外形や表面装飾の観察が必要であることか

ら，本論文ではミョウガガイ科の一種Scalpellidae gen et sp．
indet．とする．

Order Sessilia Lamarck，1818
Suborder Balanomorpha Pilsbry，1916
Superfamily Balanoidea Leach，1817

 Family Archaeobalanidae Newman and Ross，1976
Genus Striatobalanus Hoek，1913

Striatobalanus sp．
（図5）

標　本－GMNH-PI-747，790-1，790-2，2902，2903，2904，2905，
2906，2907，2908
産出地・産出層準－Loc.2．安中層群原市層（中部中新統）.
採集者－中島　一（PI-747，790-1，790-2，2902，2905，2906，
2907）；野村真一（PI-2903，2904，2908）．
記　載－開口部は広く鋸歯状であり（図5F），周殻はほぼ円
筒形である．周殻表面には弱い成長脈がある（図5C，J3）．周
殻に壁管はなく，内側には縦走する内肋（internal longitudi-
nal ribs）があるが，その隙間は付加された殻で埋まって滑ら
かになっていることもある（図5C2，D2，E）．輻部は広く，塊
状であり，その頂部は殻底に対して緩やかに傾斜している

（図5D，F）．輻部の表面には，頂部とほぼ直交する方向へ走
る成長脈が刻まれている（図5F）．翼部は広く，縁は三角形
状に区切られている（図5C）．殻底は石灰質である．
　楯板の表面には弱くうねる明瞭な成長脈がある（図5B）．
表面には成長脈と直交する細い縦走溝があり，やや幅広い

溝が閉塞縁側にある．内面は閉殻隆起が発達している．閉殻

筋痕は浅く，下制筋痕は広い．

　周殻の形態的特徴はChirona属またはStriatobalanus属と

図４　庭谷層産化石ミョウガガイScalpellidae gen．et sp．indet.，GMNH-PI-2901
A，産出状態．B，峰板：B1，底側；B2，背側；B3，左外側．C-D，左背板（内側）．標本は同一種の複数個体標本群である．スケールはすべて1cm．
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図５　原市層の化石フジツボ Striatobalanus sp．
A，周殻，GMNH-PI-2906（以下GMNH-PIを省略）．B，楯板，2908；B1，外側；B2，内側．C，峰側板，2903；C1，外側；C2，内側．D，周殻破片，
2904；D1，外側；D2，内側．E，殻板の横断面，747-2（矢印の方向が内側）．F-I，周殻：F，747-1，G，2905；H，790-1；I，790-2．J-K，周殻，2902：J1，
上面；J2-3，側面；K，底面（材の破片が付着）．L，周殻，2907．スケールはE（1 mm）を除き，すべて1 cm．
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酷似しており，この両者のいずれかに同定される．この 2属
は従来Chirona属の亜属として扱われていたが，現在は共に
独立属とされている（Newman，1996）．両属は楯板表面の縦
走溝の有無によって区別されており（Buckeridge，1983），原
市層産標本は縦走溝を持つためStriatobalanus属に同定され
る．標本は輻部が広く，その頂部が緩やかに傾斜する．これ

らの形質は，ニュージーランドの中部－上部中新統から産

出する S．zelandicusの周殻（Withers，1924；Buckeridge，1983）
のものと酷似しており，他の種とは明らかに区別される．し

かし楯板が破片であり，背板が未発見であるため，種レベル

の同定は追加標本をもとに将来的に検討する必要がある．

そのため本論文では， Striatobalanus属の一種 Striatobalanus 
sp．とする．

Family Balanidae Leach，1817
Balanidae gen．et sp．indet．

（図6）

標　本－GMNH-PI-2909～2920（Loc.3），GMNH-PI-2921～
2926，2932～2934（Loc.4）．
産出地・産出層準－Loc.3．茶屋ヶ松層（中部中新統）．Loc.4．
馬見岡凝灰岩層（上部中新統）.
採集者－清水恵三郎．

記　載－周殻は円錐形から円筒形である．周殻表面は滑ら

かであり（図6B），数本の縦走肋がみられることもある（図
6F，G）．周殻には壁管があり，内側には縦走する内肋（inter-
nal longitudinal ribs）がある（図6K，L，M，V）．輻部は狭く，頂
部は殻底に対して傾斜する（図6B）．翼部は広く，頂部は殻
底に対してほぼ並行である．殻底は石灰質である（図6K）．
蓋板が未発見であり，属や種が不明であることから，フジツ

ボ科の一種Balanidae gen．et sp．indet．とする．

考　　察

　中部中新統の庭谷層から産出した化石ミョウガガイは，

国内のミョウガガイ科の化石としては 5例目となる．既知
の化石記録は，熊本県の始新統坂瀬川層産のミョウガガイ

科の 1種，沖縄県の中新統豊見城層産の Arcoscalpellum oki-
nawanum，宮崎県の上部中新統－下部鮮新統川原層産の
Scalpellum stearnsi，高知県の鮮新統登層産の Arcoscalpel-
lum sp．の4例である（Noda，1975；野村，2007）．庭谷層産標本
は峰板の深い溝の存在により，他の新第三系産の 3種とは
明らかに区別される．

　これらの国内から産出するミョウガガイ科の化石は，す

べて泥質堆積物から産出する．産地付近の庭谷層は，岩相や

産出化石から比較的深海の静穏な環境下（外部浅海帯－上

部漸深海帯）で堆積したと推定されている（大石・高橋，

1990；Kurihara，2002；髙桒ほか，2002）．ミョウガガイ科の種

群は新生代初期に多様化し，現生種は主に深海を中心に分

布している（Foster，1987；Newman，1996）．庭谷層産ミョウ
ガガイは深海に生息していたとみられ，国内における深海

棲ミョウガガイ類の多様性や古生物地理を議論するための

基礎的資料となる．

　原市層産化石フジツボ Striatobalanus sp．は，国内の中新
統としては初産出となるムカシフジツボ科の暖流系種であ

る．本属の国内における化石記録は，シロフジツボ S．tenuis
が鮮新世から，サクラフジツボ S．amaryllisが更新世から，
いずれも関東以南の地域で確認されている（山口，1988）．こ
の両種は現在も本州中部以南に分布している．

　原市層産化石フジツボは木片に付着しており，海洋表層

を浮遊していた可能性がある．本属の現生種サクラフジツ

ボStriatobalanus amaryllisは船底に付着することが知られて
おり，インド洋－西太平洋域に広く分布している（Newman 
and Ross，1976）．原市層の堆積場は寒流の影響を受ける深
海環境であったと推定されているが，オウムガイやタコブ

ネの産出などから，表層には暖流の影響があったことが指

摘されている（栗原，2000；金子・野村，1998；長谷川ほか，
2005）．よって原市層から産出したStriatobalanus sp．は表層
付近の暖流にともなって，中新世には現生種の分布北限で

ある日本にまで分布していたと推定される．

　2地域から産出したフジツボ科の一種Balanidae gen．et 
sp．indet．は，産状や共産化石から，同様な沿岸環境に生息し
ていたと推定される．茶屋ヶ松層，馬見岡凝灰岩層の両層と

もに，Chlamysに付着していたとみられる周殻が産出してい
る．また，両層ではGlycymeris，Chlamys，Dosiniaなど属レベ
ルでの二枚貝類の共通性が認められる（大森ほか，1976；中
村ほか，2000）．これらの二枚貝類は， 安中層群板鼻層（上部
中新統）からも産出している（Iwasaki，1970；大森ほか，
1976；中村ほか，2000；栗原，2000）．そのため，板鼻層からも
今後フジツボ科を含むフジツボ上科の化石が産出する可能

性がある．

　本論で報告した化石蔓脚類の保存状態や産状は，同様な

地層から分類に有用な追加標本が産出することを示唆す

る．化石ミョウガガイでは，泥質堆積物から殻板が分離する

前の完全な標本が産出することがある（例えばWithers，
1953）．また化石フジツボでは，属や種の分類に必要な蓋板
は，周殻が破片化せずに産出する地層から良く見つかるこ

とが多い．これは筆者による追加調査によって原市層から

蓋板が得られたことからも示唆され，今後，産地や産出層準

を詳しく調査する必要がある．

　本論により，化石蔓脚類は群馬県内の複数地域に分布す

る中新統から産出し，おそらく深海，海洋表層，沿岸環境に

分布していたことが明らかになった．本地域の中新統は日

本海の拡大との関連や，微化石・大型化石が豊富に産出する

ことから，国内の中新世における地史や生物相を考察する

上で重要な地域の1つである．今後，追加標本に基づく検討
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図６　茶屋ヶ松層（A-M）と馬見岡凝灰岩層（N-V）の化石フジツボ Balanidae gen．et sp．indet．
A-I，周殻．A，GMNH-PI-2909（以下GMNH-PIを省略）：A1，右側面；A2，底面．B，2912：B1，右側面；B2，底面．C，2914：D，2910：E，2911：F，
2913：G，2918：H，2915：I，2916：J，2917．K-M，周殻破片（殻横断面）：K，2920；L-M，2919．N-T，周殻．N，2924：N1，左側面；N2，上面．O，
2925：O1，左側面；O2，上面．P，2934．Q，2926．R，2921：R1，側面；R2，底面．S，2922：S1，上面；S2，底面．T，2923：T1，側面；T2，底面．U，周殻，
2933．V，周殻破片，2932：V1，外側；V2，上側．スケールはすべて1 cm．
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によって化石蔓脚類の分類や古生物地理だけでなく，本地

域の地史との関連についての知見も提供できるものと期待

される．
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