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群馬県桐生市の足尾帯のペルム系からクテナカントゥス科サメ類の新産出
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Abstract： A new record of fossil chondrichthyan tooth was found from a float of the Early Permian 
limestone block of the Omama complex of the Ashio tectonic belt，Kiryu City，Gunma Prefecture，
central Japan．The specimen（GMNH-PV-2405）is composed of a flattened root with a median cusp．
Though the lingual side of the root（base）is broken，the basolabial shelf is recognized in a labial rim of 
its radical side．The basolabial shelf is weakly disrupted．The median cusp inclines distally．It has a tall 
triangular shape with fine striations in the radical half of the lingual surface．The shape of the cusp cross 
section is convex on its lingual surface．The presence of lateral cusps and intermediate cusplets is uncertain．
Through the combination of some characteristics，GMNH-PV-2405 is identified as Ctenacanthidae gen．
et sp．indet..
　GMNH-PV-2405 marks the second record of Paleozoic vertebrate fossils from Gunma Prefecture，
and the fifth vertebrate remains from the Ashio tectonic belt．The occurrence of GMNH-PV-2405 
provides important paleontological information regarding the paleogeographical setting of the Ashio 
tectonic belt in the late Paleozoic，and also the radiation in the oceanic environment of the 
ctenacanthiform shark．
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はじめに

　群馬県東部から栃木県西部の地域には足尾山地が広がっ

ている．この山地に属する山々の山体を構成する主な岩石

は，西南日本内帯の構成要素の一つで，ジュラ紀付加体であ

る足尾帯の堆積岩コンプレックスに由来している（Fujimoto，
1960；Sudo et al.，1991）．この堆積岩コンプレックスは，緑色

岩類や炭酸塩岩類，チャートなどからなる海洋性岩石と珪

質頁岩，頁岩，砂岩などの陸源性砕屑岩類によって構成さ

れている（鎌田，2000）．それらのうち，コンプレックス内
に大小様々な規模で分布している石灰岩は，主に海山の頂

部で形成された炭酸塩堆積体やその縁片部における堆積物

などからなり（佐野・小嶋，2000），フズリナ類やウミユリ
類など様々な化石を包含している．
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　1900年，佐川榮次郎（明治31年に東京帝國大學地質學教室
を卒業；群馬県内の榛名山，妙義山や荒船山などを調査し

た）によって，群馬県東部に分布する足尾帯に由来するペル

ム系石灰岩から，その3年前に発見された軟骨魚類ヘリコプ
リオン・ベッソノウィHelicoprion bessonowi（板鰓亜綱エウ
ゲネオドゥス目）の産出が報告され（佐川，1900；神保，
1900），後に矢部長克はその標本を英文記載すると共に，共
産化石や産出層準の層序や岩相について論じた（Yabe，
1903）．それから約70年後，後藤仁敏らによって足尾帯のペ
ルム系（鍋山層）と三畳系（アド山層）の石灰岩からサメ

類の楯鱗（後藤，1975；Reif and Goto，1979）が，さらに
ペルム系石灰岩（鍋山層）から軟骨魚類であるペタロリン

クス属の一種Petalorhynchus sp.（板鰓亜綱ペタロドゥス目・
後藤，1984；Goto，1994）が報告された．この様に足尾帯
産大型脊椎動物化石は，最初のヘリコプリオンを除いて全

て栃木県内に分布する足尾帯から産出していた．

　筆者の一人，岡部は群馬県桐生市梅田町付近に分布する

足尾帯の石灰岩から，脊椎動物の歯化石を採集していた．

この化石は，1998年に群馬県立自然史博物館が開催した第
4回企画展「見てみませんか，私が掘り出した自然の宝も
の」において展示され，髙桒（1998）は暫定的に“Cladodus” 
sp．としてその存在について記述した．
　2010（平成22）年，この標本は足尾帯産化石を含む多く
の標本と共に群馬県立自然史博物館に寄贈された．先述し

たように足尾帯産の大型脊椎動物化石の数が少ない中，梅

田産の歯化石は足尾帯における海生脊椎動物相を考える上

で重要である．そこで現状で剖出作業が不完全ではある

が，その重要性を考慮し，その分類や意義を報告する．

産地の地質

　岡部が採集した軟骨魚類の歯化石GMNH-PV 2405は，桐
生市梅田町を流れる桐生川上流部のうち高仁田沢の支流の

一つである岩萱沢（Fig.1）に存在した石灰岩の転石から産
出した．化石の母岩にはウミユリ類の茎片が多数含まれ，

歯化石の一部は現在もその茎片によって被覆されている．

岩萱沢の上流部右岸（西側）に露出する足尾帯の石灰岩体

の中には，この母岩と酷似した岩相を呈する石灰岩が存在

している．よって，化石を包含していた転石は，この石灰

岩体に由来したものであると推定される．この産地やその

周辺に点在する石灰岩体からはウミユリ類のほか，フズリ

ナ類，腕足類，サンゴ類，コケムシ類，頭足類，二枚貝類，

三葉虫類などの大型化石が報告されている（コノドント団

体研究会，1979；林・長谷川，1981；Kobayashi and Hamada，
1984；小泉ほか，1988；林ほか，1990；小泉ほか，1998；
Igo et al.，2000；Tazawa and Takakuwa，2009）．
　足尾帯は，大間々コンプレックス，桐生－黒保根コンプ

レックス，葛生コンプレックスの3つの堆積岩コンプレッ
クスによって構成されている（Kamata，1996）．岩萱沢の石
灰岩体は，それらのうち大間々コンプレックスに含まれ，

北東－南西方向に狭長な分布を示している（林ほか，1990；
Kamata，1996）．大間々コンプレックスを構成する大半の石

Fig.1．The locality of fossil shark tooth of Ctenacanthidae gen．et sp．indet.（GMNH［Gunma Museum of Natural History］-PV 2405）from 
the Early Permian limestone block of the Ashio tectonic belt，Kiryu City，Gunma Prefecture，central Japan．The map A shows the posi-
tion of the Kiryu City．And the map B showing the fossil locality（asterisk）；using the topographical map of “So-ori” scale 1：
25,000 published by the Geographical Survey Institute of Japan.
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灰岩体からはフズリナ類のParafusulinaが産出しており
（林・長谷川，1981），フズリナ類の生層序などから判断して，
その堆積年代は前期～中期ペルム紀を示し，桐生－黒保根

コンプレックスのそれとほぼ同じである（中江，2000）．し
かし，大間々コンプレックスに含まれる石灰岩体の一部か

らは，前期石炭紀のNamurian（ICS StageのSerpukhovian～前
期Bashkirianに相当；Gradstein et al.，2004）を示すサンゴ
化石が産出しており（Fujimoto，1960；林・長谷川，1981），
他のコンプレックスより古い石灰岩を伴う（中江，2000）．
　岩萱沢の石灰岩体からも，フズリナ類のParafusulinaが多
産し（小泉ほか，1988），Gradstein et al.（2004）はこの属
を前期ペルム紀のArtinskianを特徴付ける属の一つとして
いる．同様に岩萱沢の石灰岩体から報告されている三葉虫

Pseudophilillipsia kiriuensisは，上部Artinskianを示すとされ
る赤坂石灰岩層下部層からも産出している（Kobayashi and 
Hamada，1984；小泉ほか，1988）．一方，石灰岩体に伴う砂岩
からは，アメリカ・テキサス州西部の上部Wolfcampianから
下部Leonardian（ICS Stageの上部Sakmarian～下部Kungurian
にほぼ相当；Gradstein et al.，2004）の地層から知られる腕
足類Eolyttonia diabloensisが産出している（小泉ほか，1998；
Tazawa and Takakuwa，2009）．これらの産出化石から判断
して，岩萱沢の石灰岩体の年代は，近年改訂された地質年

代区分（Gradstein et al.，2004；Gibbard et al.，2008）で，前期ペ
ルム紀へ移されたArtinskianであると推定される（Igo et al.，
2000）．

標本の記載

Class Chondrichthyes Huxley，1880
Subclass Elasmobranchii Bonaparte，1838

Infraclass Euselachii Hay，1902
Order Ctenacanthiformes Glikman，1964
Family Ctenacanthidae Dean，1909

Ctenacanthidae gen．et sp．indet.
（Fig.2）

標本番号：群馬県立自然史博物館所蔵標本，

　　　　　GMNH（Gunma Museum of Natural History）-PV 
2405．

採 集 者：岡部　勇

産出地点：群馬県桐生市梅田町・高仁田川支流，岩萱沢．

産出層準：足尾帯・大間々コンプレックスに含まれる前期

ペルム紀（Artinskian）を示す石灰岩体．これは
林・コノドント団体研究グループ（1976）の
“屋敷山層”，林・長谷川（1981）の“屋敷山石
灰岩”に相当する．

　標本は遊離した歯化石1点で，褐色の歯根と黒色ないしは
暗灰色で三角形を呈する中央咬頭（= median cusp，in Duffin 
and Ginter，2006）を持つ歯冠で構成される．舌側面と根側
面が観察できる．歯の最大保存高7.50mm，最大保存幅は
5.90mmで，中央咬頭の保存高5.52mm，保存幅3.69mm，歯
根の最大保存高2.12mmである．
　中央咬頭は高い三角形で，中程と先端を欠く．中央咬頭

の断面形態は，舌側では膨らむが，唇側の状態は確認でき

ない．中央咬頭には太さの揃った線条が尖頭よりの位置か

ら歯頸まで走る．中央咬頭の切縁は，あまり鋭くない．中

Fig.2．New ctenacanthid shark fossil（GMNH-PV 2405）from the 
Early Permian limestone block of the Omama complex of the 
Ashio tectonic belt，Kiryu City，Gunma Prefecture．A：Lin-
gual view，and B：Aboral view（sensu Duffin and Ginter，
2006；it equals radical or basal view）．Arrows indicate basol-
abial shelves．
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央咬頭が遠心に緩やかに傾くことから，本標本は左上顎あ

るいは右下顎の歯である．側咬頭（= lateral cusps，in Duffin 
and Ginter，2006）や中間小咬頭（= intermediate cusplets，
in Duffin and Ginter，2006）の存在は確認できない．
　歯根は舌側の近心側部分を欠如するが，残存する部分を

根側から観察すると，近遠心方向に長く，唇舌方向にも広

がりがあって，舌側方向に膨出した腎臓型（reniform）であ
ると推定される．残存する部分の歯根の冠側面には，口腔

舌側稜（= orolingual ridge，in Duffin and Ginter，2006）は
確認できない．また歯根の厚みの変化は小さく板状である

が，歯根の根側面の唇側縁には，根側へ延びる基底唇側棚

（= basolabial shelf，in Duffin and Ginter，2006）がある．こ
の突出部は，中央咬頭の直下にある冠側への浅い窪みに

よって近心側と遠心側に分かれるが，唇舌方向の奥行きは

あまりない．

　GMNH-PV 2405に見られる特徴は，側咬頭と中間小咬頭
が確認できないことを除けば，クラドドゥス型と呼ばれる

古生代を代表するサメ類の歯の形態とよく一致し，大きさ

はやや異なるが，後藤ほか（1988）が岐阜県大垣市に分布す
る美濃帯の赤坂石灰岩層下部層（下部ペルム系；Kungurian）
から報告したシムモリウム属の一種Symmorium sp.や後藤・
大倉（2004）が岐阜県高山市に分布する飛騨外縁帯の一ノ
谷層（上部石炭系）から報告したクラドドゥス属の一種

Cladodus sp.に類似する．
　近年，ポーランドのギンター（Ginter，Michal）らによっ
てクラドドゥス型の歯を持つサメ類の分類が整理され，そ

の多くはクテナカントゥス目Ctenacanthiformesに属するこ
とが判明した．この目のクテナカントゥス科Ctenacanthidae
には，クラドドゥス属をはじめ，デボン紀の代表的板鰓類

であるクラドセラケ属Cladoselacheも含まれる（Ginter，
2002；Ginter et al.，2005；Duffin and Ginter，2006）．それら
の研究によって，後藤ほか（1988）が岐阜県大垣市の赤坂
石灰岩層下部層から報告したSymmorium sp.はクテナカン
トゥス目科未定（Family indet.）のグリックマニウス・オッ
キデンタリスGlikmanius occidentalisに再同定された（Ginter 
et al.，2005）．また，この種は赤坂石灰岩層中部層からも確
認されている（Yamagishi and Fujimoto，2011，submitted）．
　Duffin and Ginter（2006）は，クラドドゥス型の歯を持つ
属の一部について，歯冠5つと歯根3つの合計8形質の相違
点を示した．それらの中でGMNH-PV 2405でも観察できる
重要形質が基底唇側棚の形態である．GMNH-PV 2405の基
底唇側棚は，近心側と遠心側に分かれているが，その奥行

きはそれほどでもない．Duffin and Ginter（2006）が示した
属の中で，近心と遠心に分かれた基底唇側棚を持つのは，

クテナカントゥス科のサイヴォドゥス属Saivodusとクラド
セラケ属，そして科不明のグリックマニウス属の計3属で
ある．これらのうち，グリックマニウス属の基底唇側棚は

大型で，円形ないしは楕円形のボタン状を呈するが，

GMNH-PV 2405のそれはあまり大きくない．またグリック
マニウス属の歯根の歯頸側には，近心と遠心に比較的大き

な口腔舌側稜がそれぞれ1つあるが，今のところGMNH-
PV 2405ではその存在を確認できない．
　以上述べた形態の比較から，桐生市産の軟骨魚類歯化石

GMNH-PV 2405はクテナカントゥス科に属する可能性が高
い．しかし歯冠の中央咬頭の唇側面，側咬頭や中間小咬頭

の状況，そして歯根の唇側面の状況が確認できないため，

科以下の分類については，それら各部位の剖出完了を待っ

て再度検討する必要がある．よって暫定的ではあるが，本

報告ではGMNH-PV 2405をクテナカントゥス科の一種
Ctenacanthidae gen．et sp．indet．に同定しておく．

足尾帯産軟骨魚類化石について

　佐川（1900），Yabe（1903）によって報告されたヘリコ
プリオンHelicoprion bessonowiは，当時としては群馬県産で
初めて正式に報告された大型脊椎動物化石であり，群馬県

に分布する古生界から産出した唯一の大型脊椎動物化石で

あった．また，岐阜県高山市福地からデボン系の板皮類化

石が報告（大倉・後藤，1992）されるまで，約90年に渡っ
て日本最古の大型脊椎動物化石の一つであった．

　このヘリコプリオンは，発見当時に栃木県上都賀郡足尾

町（現在の栃木県日光市足尾町）で操業していた足尾銅山

において銅の精錬用として採取・運搬されてきた石灰岩の

中から発見されたものとされ，発見当初は東京帝国大学

（現在の東京大学）のほかに，当時の地質調査所と足尾銅

山にそれぞれ1点ずつ保管され，計3点が存在した（Yabe，
1903）．その形状が最もわかりやすい（佐川，1900）とされ
る旧東京帝国大学のものは，戦後東京大学に引き継がれ，

現在は東京大学総合研究博物館の所蔵標本（標本番号

UMUT-PV 07477）として現存しているが，残る2点につい
ては消息不明である（林，1996；髙桒，1998）．
　ヘリコプリオンの化石産地に関しては，勢多郡黒保根村

（現在の桐生市黒保根町）八木原から勢多郡東村（現在の

みどり市東町）花輪付近において渡良瀬川を挟んで対岸（左

岸）に位置する足尾山地に北東－南西方向で帯状に分布す

る石灰岩体であるとされている（Yabe，1903）．これらの石
灰岩体も本報告のクテナカントゥス科化石と同じ大間々コ

ンプレックスに含まれる（Kamata，1996）．さらに林ほか
（1990）ならびに林（1996）では，点在する石灰岩体の中
でも黒保根村八木原に分布する比較的大きな露出部（厚さ

50mを超える層状岩体）からヘリコプリオン化石が産出し
たと推定している．

　Yabe（1903）は，この化石の年代をArtinsk Stage，すな
わちArtisnskianであるとし，その後Goto（1994）はKungrian
とした．ArtisnskianとKungrianは，いずれも近年改訂され
た地質年代区分（Gradstein et al.，2004；Gibbard et al.，2008）
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では前期ペルム紀（Cisuralian）とされており，本報告では
これらの年代を用いる．

　ただし，足尾帯の石灰岩体のいずれの分布域でもPara-
fusulinaが産出していること，またフズリナ類の生層序によ
り，葛生コンプレックスの石灰岩体（鍋山層）が中期ペルム紀

（Guadalupian）のRoadian～Wordianを示すこと（Kobayashi，
2006）などの理由により，八木原の石灰岩体の年代も葛生
のそれとほぼ同じである可能性が高い（永広昌之氏からの

私信）とする見解もあることから，群馬県側を含む足尾帯

の石灰岩体の年代については今後も留意する必要がある．

　本報告のクテナカントゥス科化石は，群馬県内に分布す

る足尾帯から産出した化石としては，ヘリコプリオンに次

いで2例目となる古生代産の大型脊椎動物である．ただし
足尾帯全体では，その他に栃木県側から3例が知られてい
る．栃木県産のものは，いずれも葛生コンプレックスの石

灰岩体に由来している．それらのうち1例は三畳紀のもの
であるが，残る2例はペルム紀のものである．また産出部
位は3例中2例が遊離した楯鱗で，遊離歯は栃木県安蘇郡葛
生町（現在の佐野市葛生町）から見つかったペタロリンクス

属の一種Petalorhynchus sp.の1例（後藤，1984；Goto，1994）
のみである．よって，桐生産のクテナカントゥス科化石は

足尾帯産軟骨魚類としては5例目である（Table 1）．
　桐生産標本は歯化石としては足尾帯で3例目であるが，
それらの種類はそれぞれ異なる．今回の発見によって，現

在の足尾山地の石灰岩体となった前～中期ペルム紀当時の

パンサラッサ海の赤道付近に存在した海山の頂部周辺に

は，比較的大型の板鰓類であるHelicoprionやPetalorhynchus
と共に，中～小型の板鰓類であるクテナカントゥス科を含

む軟骨魚類相が生息していたことが明らかになった．

　日本国内におけるクテナカントゥス科化石は，岐阜県高

山市の石炭系から産出したCladodus sp.（後藤・大倉，2004）
のほか，岐阜県大垣市に分布する美濃帯の赤坂石灰岩層

（下部～中部ペルム系）の2つの部層から報告されていて（後
藤ほか，1988；Ginter et al.，2005；Yamagishi and Fujimoto，
2011，submitted），今回足尾帯から産出したGMNH-PV 2405
は国内ではそれらに次ぐ化石記録である．現在，美濃帯は

足尾帯や丹波帯と共に，一連のジュラ紀付加複合体を構成

していたと考えられている（中江，2000）．ペタロドゥス類
は美濃帯と足尾帯両方から知られているが，ヘリコプリオ

ンは現状では足尾帯からしか確認されていない．

　日本における古生代軟骨魚類化石の産出事例の大半は足

尾帯，美濃帯，飛騨外縁帯などの付加体の堆積岩コンプ

レックス中に含まれる石灰岩体に由来しているが，世界的

に見ると日本のような事例は多くない．美濃帯の赤坂石灰

岩層からは，海外では非海成層からの化石記録も多いリッ

ソドゥス属Lissodusの産出が確認され，この属の遠洋域へ
の放散において重要な化石記録であることが指摘されてい

る（Yamagishi and Fujimoto，2011，submitted）．これと同様
に，足尾帯や美濃帯のペルム系石灰岩に含まれるクテナカ

ントゥス目化石についても，このグループの一部に生じた

遠洋域における放散を示す重要な化石記録だといえる．

　また近年になって，足尾帯の上部古生界に由来する石灰

岩体に含まれているサンゴ類や腕足類などの大型化石が，

古生物地理学的観点から注目されており（Igo et al.，2000；
Tazawa and Takakuwa，2009；奥村ほか，2010），桐生から
産出したGMNH-PV 2405をはじめとする軟骨魚類の化石記

Table 1．Chondrichthyan fossils from the Ashio tectonic belt.
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録も，他の大型化石と同様に足尾帯に取り込まれた古生界

の石灰岩体の形成場に関する重要な古生物地理学的情報を

有している．

　この様に，軟骨魚類を含む足尾帯産大型化石には，未だ

検討すべき課題が残されている．それらの研究を進めてい

くためには，新たな標本の収集とその蓄積が重要であり，

今後は地元のみどり市大間々博物館コノドント館や佐野市

葛生化石館などの博物館施設との連携が不可欠である．
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