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広島県庄原市の中新統備北層群より新たなヒゲクジラ類化石の産出
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要旨：広島県庄原市の中新統備北層群よりヒゲクジラ類化石が産出した．化石は頭蓋，下顎

骨，椎骨，肋骨からなる．本標本では以下の特徴を持つ：上後頭骨は前頭骨後眼窩突起のやや

前方の位置まで衝上する；頭頂骨後部がふくらむとともに鱗状骨窩が後方へ発達し，背面観で

上後頭骨と鱗状骨との縫合はほぼ前後方向である；前頭骨眼窩上突起の後眼窩突起は後外方に

伸び，背面観で眼窩上突起後縁は前方に凹の湾曲をなす；背面観で眼窩縁は内側にくぼむ；鼓

室胞の主稜がつよく発達する．これらの特徴を持つことから，備北層群より産出した既報のヒ

ゲクジラ類化石との比較により本標本をParietobalaena yamaokaiとして報告する．

キーワード：ヒゲクジラ類，広義のケトテリウム類，Parietobalaena yamaokai，備北層群，中期中新世，広島県庄原市
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Abstract： A number of mysticete fossils have been recovered from the middle Miocene Bihoku 
Group in Shobara, Hiroshima Prefecture, Japan （16.1-15.6 Ma）. Here, we describe an additional well-
preserved mysticete skeleton from the Bihoku Group. The specimen consists of the cranium （periotics 
and tympanic bullae in situ）, dentaries and ribs, as well as cervical, thoracic, lumber and caudal 
vertebrae. We refer this material to Parietobalaena yamaokai based on the following combination of 
characters： the apex of the supraoccipital extends to the level of the posterior ca. 1/5 of the orbit； the 
squamosal fossa is elongated posteriorly and the posterior part of the outer margin of the occipital shield 
is directed posteriorly； the postorbital process of the supraorbital process of the frontal is elongated 
posterolaterally, with the orbital margin concave in dorsal view； the main ridge of the tympanic bulla is 
well developed.

Key Words： Mysticeti, cetothere, Parietobalaena yamaokai, Bihoku Group, middle Miocene, Shobara, Hiroshima Prefecture, Japan
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はじめに

　広島県庄原市には中新統備北層群が広く分布しており，

豊富な化石が産出することが古くから知られている（今村

ほか, 1953； 上田, 1986, 1989）．特にクジラ類化石はこれま
でに非常に多くの標本が発見され，それらの多くは市内を

流れる西城川の河床より産出している（例えば大塚・太

田， 1988, 2008）．本論文で報告する標本も2003年に著者
の一人，上田によって西城川河床より発見された標本であ

る．本標本の発見地点は大塚・太田（2008）の1号～5号標
本が産出した地点（Loc. A, B）のごく近隣（およそ50m程
度上流の地点）である．本標本は庄原化石集談会によって

発掘及び剖出作業が行われた後，群馬県立自然史博物館に

おいてさらに剖出作業が進められた．なお本標本は木村ほ

か（2010b）で「中原標本」として報告された標本である．
本論文はこの化石標本の記載及び分類学的検討を行う．

 所蔵機関の略号：HMN，庄原市立比和自然科学博物館； 
USNM, National Museum of Natural History, Smithsonian Insti-
tution, Washington, D.C., U.S.A.

標本の記載

Suborder Mysticeti Flower, 1864　ヒゲクジラ亜目
Family incertae sedis

Genus Parietobalaena Kellogg, 1924　パリエトバラエナ属
Parietobalaena yamaokai Otsuka et Ota, 2008

Parietobalaena yamaokai. Otsuka and Ota, 2008, p.22

標本：HMN-F00640
産出層準及び年代：備北層群是松累層，中期中新世前期．

山本（1999）は石灰質ナンノ化石及び浮遊性有孔虫化石に
より，この地域の西城川河床に分布する備北層群はMartini 
（1971）のNN4帯最上部に対比され，16.1-15.6Maないしは
それよりも短い期間に堆積したことを示唆している．

産出地：広島県庄原市門田中原，西城川河床（北緯34度52
分36秒，東経133度0分0秒）
発見者：上田隆人

発見日：2003年11月1日

　本標本は頭蓋及び左右の下顎骨，椎骨，肋骨からなる．

左右の耳周骨及び鼓室胞はいずれも頭蓋から分離せず，本

来の位置に保存されている．また椎骨の骨端板は頸椎では

椎体に癒合しているが，それ以外の保存される椎骨ではい

ずれも椎体と骨端板の癒合が見られず，多数の分離した骨

端板も産出している．このことから本標本は未成熟個体で

あると考えられる．なお今回の標本はまとまって産出し

（図1），また重複した部位が産出していないことから同一
個体に由来すると判断される．
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図1．備北層群産ヒゲクジラ類化石Parietobalaena yamaokai （HMN- F00640）．産状図．産出位置が不明である骨部位は図中には示して
いない．表中の数字に付してある括弧内にそれぞれの部位と図版との対応を示す．
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図2．備北層群産ヒゲクジラ類化石Parietobalaena yamaokai （HMN- F00640）．頭蓋．A, B, 背面観；C, D, 脳函部の腹面観；E, 側面観．ス
ケールは10cm．点線は推定部分を示す．略号：ali, 翼蝶形骨（alisphenoid）；bcr, 底後頭骨稜（basioccipital crest）；boc, 底後頭骨
（basioccipital）；fmx, 上顎孔（眼窩下神経の前方の開口部）；fp, 偽卵円孔（foramen pseudo-ovale）；fr, 前頭骨（frontal）；mx, 上顎骨
（maxilla）；pa, 頭頂骨（parietal）；pal，口蓋骨（palatine）；pmx, 前上顎骨（premaxilla）；pp, 後突起（posterior process of periotic and 

　　 tympanic bulla）；pt, 翼状骨（pterygoid）；soc, 上後頭骨（supraoccipital）；sq, 鱗状骨（squamosal）；sqf, 鱗状骨窩（squamosal fossa）；tyb, 
鼓室胞（tympanic bulla）；v, 鋤骨（vomer）．
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頭蓋（図2-4；図版1）
　本標本の頭蓋はいくつかの断片に分離し，吻部基部や左

前頭骨などを欠損するが，比較的保存は良好である．頭蓋

の保存全長は809±mm，頬骨突起の位置における頭蓋幅は
393+mmである．
　左右の前上顎骨（premaxilla）はいずれも後部を欠損する．
保存されている部位では前上顎骨は細く，左右幅の変化は

それほど大きくない．上顎骨（maxilla）は左右ともに保存さ
れ，左上顎骨は比較的保存良好であるが，基部付近を欠く．

保存される部位では背面観で上顎骨外縁はごく緩やかな湾

曲をなして前方に向かって幅を減じる．左上顎骨の保存後

端付近には上顎孔（＝眼窩下神経の前方の開口部：一島, 
2008）が保存される．上顎骨腹面には多数の栄養溝（nutri-
ent groove）が発達する．腹面では左右の上顎骨の大部分は
接すること無く，上顎骨間には鋤骨（vomer）が露出する．
鋤骨の後端の位置は不明瞭だが，少なくとも側頭下窩後縁

の位置まで達する．

　前頭骨（frontal）は右前頭骨が比較的良好に保存されてい
る．眼窩上突起（supraorbital process）は頭頂部より外方に向
かって緩やかに傾斜し，眼窩上突起基部での急激な傾斜の

変化はみられない．後眼窩突起（postorbital process）は強く
後外方に伸び，そのため背面観で眼窩上突起後縁は前方に

凹の湾曲を呈する．また背面観で眼窩縁は内側にくぼむ．側

面観では眼窩縁の背腹方向の湾曲は少ないが，これは破損

の影響による可能性もある．

　頭頂骨（parietal）は脳頭蓋側面を広く構成し，後部がや
や膨らむ．頭頂部付近では左右の頭頂骨が広く接するが，

破損により詳細は不明である．翼状骨（pterygoid）は口蓋
骨（palatine）と鱗状骨（squamosal）の間に露出し，偽卵円

孔（foramen pseudo-ovale）の前縁の一部を形成する．翼蝶
形骨（alisphenoid）は背側を頭頂骨と腹側を翼状骨，鱗状骨，
口蓋骨と接して露出する（図3）．
　鱗状骨（squamosal）の頬骨突起（zygomatic process）は
細長く，前外方を向く．鱗状骨窩（squamosal fossa）は狭く，
後方に伸びる．側面観で後関節突起（postglenoid process）
は前後方向に比較的薄い．後面観で後関節突起は外後頭骨

（exoccipital）よりも外側に位置する．
　上後頭骨（supraoccipital）前端は鋭角的で，前頭骨後眼
窩突起のやや前方の位置まで衝上する（眼窩の後1/5程度の
位置）．背面観で後頭骨の外形はおおむね三角形状だが，

頭頂骨後部が膨らみ鱗状骨窩が後方に発達するため，上後

頭骨と頭頂骨の縫合は正中から外後方に向かっているが後

頭骨外縁の後部は後方を向き左右の外縁が平行に近い．後

頭顆（occipital condyle）は良好に保存されている．大後頭
孔（foramen magnum）は左右幅が42mm，背腹高が39mmで
ある．外後頭骨（exoccipital）は外腹側に伸びる．頸静脈切
痕（jugular notch）は浅い．

耳周骨及び鼓室胞（図2C-D,3,4）
　左右の耳周骨（periotic）及び鼓室胞（tympanic bulla）は
頭蓋の本来の位置に保存されており，頭蓋から分離してい

ないため腹面のみが観察できるが，詳細な観察は困難であ

る．耳周骨の後突起は後外方に伸び，比較的短く外端は太

い．左右の鼓室胞の前後長はそれぞれ68mm, 69mmであ
る．主稜（main ridge）はよく発達し，鼓室胞前端まで伸び
る．また主稜が発達するため鼓室胞の腹面観（図4A）では
鼓室胞後端付近は丸みを帯びて，張り出しが強い．中央溝

（median furrow）は発達しない．S状突起（sigmoid process）

図3．備北層群産ヒゲクジラ類化石Parietobalaena yamaokai （HMN- F00640）.右翼蝶形骨周辺を外腹側より見る．点線は推定部分，灰色
部は破損部を示す．上後頭骨，前頭骨の眼窩上突起は外されている．略号：ali, 翼蝶形骨（alisphenoid）；fp, 偽卵円孔（foramen 
pseudo-ovale）；pa, 頭頂骨（parietal）；pal,口蓋骨（palatine）； pt, 翼状骨（pterygoid）；sq, 鱗状骨（squamosal）；tyb, 鼓室胞（tympanic 
bulla）；zyg, 頬骨突起（zygomatic process of squamosal）．
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の位置における左右鼓室胞の内外幅はそれぞれ48mm，
47+mmである． 

下顎骨（図5）
　右下顎骨は水平枝（horizontal ramus）の前端付近及び筋
突起（coronoid process）周辺を欠損するが，それ以外は良
好に保存されている．左下顎骨はわずかに筋突起前方の背

側縁付近に破損が見られる以外は非常に良好に保存されて

いる．左右の下顎骨の保存全長はそれぞれ872mm, 
826+mm（直線長）である．
　背面観で水平枝の湾曲は少なく，一様に湾曲する．ただ

し湾曲の程度は変形の影響により本来の形態とは異なる可

能性もある．側面観で右下顎骨は水平枝前部が背側にわず

かに湾曲する．しかし左下顎骨ではそのような湾曲はみら

れず，水平枝の下縁はほぼ直線的である．一般的にヒゲク

ジラ類の下顎骨では本標本の右下顎骨のみに見られる様な

湾曲は希であり，右下顎骨の形態は二次的な変形によると

考えられる．

　水平枝前端付近の内面には縦皺（longitudinal crease）が
確認できる．水平枝の外面上部にはオトガイ孔が水平枝の

延長方向と平行に開口する．右下顎骨では筋突起より前方

に伸びる背側稜の一部が保存されており，背側稜は内方に

屈曲する．そのため当該部分の水平枝内面には陥凹が発達

する．筋突起は高く後外方に屈曲する．筋突起の前縁と後

縁の傾斜はほぼ同程度である．左下顎骨における筋突起の

位置での下顎骨高は121mmである．下顎切痕（mandibular 
notch）における背側縁付近には内方隆起（inward elevation）
が見られる．下顎孔は大きく開口する．関節突起は後方を

向き，背側への発達は見られない．関節突起における最大

横径はほぼ中線上に位置する．下顎角は関節突起の腹側に

位置し，関節下溝（subcondylar furrow）は不明稜である．た
だし関節突起及び下顎角は内外方向に圧縮を受け，関節突

図4．備北層群産ヒゲクジラ類化石Parietobalaena yamaokai 
（HMN- F00640）.左鼓室胞．A，腹面観；B，内面観．鼓室胞の
前後長は68mm．

図5．備北層群産ヒゲクジラ類化石Parietobalaena yamaokai （HMN- F00640）.下顎骨．A～C，左下顎骨．A，外面観；B，背面観；C，内面観．
D，右下顎骨，外面観．スケールは10cm.
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起，下顎角などの形態は二次的な変形を受けている可能性

がある．

　水平枝内面は前位部ではおおむね平坦であるが，中位部

以後ではわずかに内面は凸をなす．外面の形状はおおむね

凸面をなし，後方に向かってふくらみを増す．前述のよう

に筋突起から前方に伸びる背側稜は内側に屈曲しているた

め，背側稜付近の下顎骨内面には陥凹が発達する．水平枝

の断面形態はほぼ全長にわたって上縁及び下縁は凸をな

す．

椎骨及び肋骨（図版2-4；表1）
　本標本では多数の椎骨（頸椎，胸椎，腰椎，尾椎）及び

肋骨が保存されている．これらをそれぞれ図版2及び3に示
し，椎骨の計測値を表1に示す．これらはそれぞれの形態
および産状に基づき相対的な前後関係の判断を行った．ま

た本標本では多数の分離した骨端板が産出しており，これ

らを図版4に示す．
　本標本では頸椎7点，胸椎8点，腰椎9点，尾椎1点が保存
されている（図版2，表1）．図1に示すように，多くの椎骨
が生体時の前後関係を維持した状態で連続して産出し

た． 環椎は横突起及び椎体の一部を欠損するが，比較的
良好に保存されている．椎体は比較的前後に厚く，前面観

では椎体の前関節面の最大幅は中位よりやや背側に位置す

る．神経孔は比較的大きく，神経孔の上縁は上に凸の湾曲

を呈する．軸椎は破損が見られるものの，ほぼ完全に保存

されている．前関節面は幅広く，最大幅は椎体中位のやや

腹側に位置する．歯突起は低い．旁突起は横突起よりも太

く，両者は横突孔を形成する．神経孔は横に幅広い楕円形

で，比較的大きい．本標本では頸椎間の癒合は認められな

い（図版2Dの頸椎は密着して3つの頸椎が保存されるが，保

存上の問題であり，骨同士が密着している訳ではない）．

腰椎は9点がほぼ連続して産出した．多くの腰椎では棘突
起を欠損するが，後位の2点では棘突起の一部が保存され
ている．

議　　論

　本標本では前頭骨の眼窩上突起は頭頂部から眼窩縁に向

かって緩やかに傾斜しており，基部付近での急激な傾斜の

変化は見られない．また上後頭骨前端は後眼窩突起のやや

前方の位置であると共に，破損により詳細は不明稜だが頭

頂部付近では左右の頭頂骨が接して広く露出すると考えら

れる．このことから頭蓋のテレスコーピングは現生ヒゲク

ジラ類の各科に比べて発達しない．このような特徴の組み

合わせは広義のケトテリウム科のヒゲクジラ類が共有する

形態と一致する．ただし，本標本では上後頭骨前端は明ら

かに頬骨突起前端よりも前方まで衝上する点や鼓室胞では

総苞稜が発達しない点から，本標本は狭義のケトテリウム

科とは区別される（Bouetel and Muizon, 2006； Kimura and 
Hasegawa, 2010）．したがって本標本はKimura and Ozawa 
（2002）が便宜的にIsanacetus-groupと呼んだグループに含
まれると考えられる．

　本標本が産出した付近の西城川河床からはこれまでに多

くのヒゲクジラ類化石の産出が報告されている（例えば大

塚・太田, 2008；木村ほか, 2010a,b）．これらの標本と比較
をすると，本標本は木村ほか（2010a）でParietobalaena cf. 
yamaokaiとして報告された標本（HMN-F00004）と次のよ
うな特徴がきわめて類似している：1）上後頭骨前端は鋭角
的で，前頭骨の後眼窩突起やや前方まで衝上する，2）前頭
骨眼窩上突起の後眼窩突起は後外方に強く伸び，そのため

表1．備北層群産ヒゲクジラ類化石Parietobalaena yamaokai （HMN- F00640）.椎骨計測値．単位はmm．A～Wの記号は図版2に対応す
る．略号：＋，破損；Ce，頸椎；Th，胸椎；Lu，腰椎；Ca，尾椎；a，左半部の計測値を2倍して推定；b，両方の骨端板を欠く；c，前骨端板を
欠く；d，後骨端板を欠く．図版2のDは椎体後面には他の2点の頸椎断片が保存されているが，密着していて十分に計測すること
ができないので計測値を示していない．
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背面観で眼窩上突起後縁は前方に凹の湾曲を呈する，3）背
面観で眼窩縁は内側にくぼむ，4）鼓室胞の主稜が発達し，
鼓室胞の後腹側部が強く突出する．また破損の影響で直接

的な比較はやや困難だが，頭蓋の大きさや頭蓋に占める吻

部の割合，上顎骨が前方に向かってごく緩やかな湾曲をな

して幅を減じる点でも両標本は共通の形態的特徴を持つ．

上記のように本標本はHMN-F00004ときわめて類似した特
徴を示すことから，両標本は同一種と判断される．なお

HMN-F00004が産出したのは本標本が産出した是松累層の
上位にあたる板橋累層である．しかし前述のように山本

（1999）はこの地域の西城川河床に分布する備北層群が
Martini （1971）のNN4帯最上部に対比され，16.1-15.6Maな
いしはそれよりも短い期間に堆積したことを示唆してお

り，これらの標本間での時代的な相違は大きくないと考え

られる．

　ところで木村ほか（2010a）では，HMN-F00004とP. yamao-
kaiとして大塚・太田（2008）で記載された標本との間での
類似性を指摘する一方で，HMN-F00004では脳函部が不完
全で既報のP. yamaokaiとされる標本と十分な比較検討がで
きないため，HMN-F00004をP. cf. yamaokaiとして報告する
にとどめた．しかし今回報告する標本では脳函部も良好に

保存されているため，大塚・太田（2008）でP. yamaokaiとして
報告された標本との間でより詳細な比較をすることが可能

である．大塚・太田（2008）でP. yamaokaiのパラタイプと
して報告された標本（HMN-F00042）と比較を行うと，木
村ほか（2010a）で指摘されているHMN-F00004とP. yamaokai
との間での共通する形質に加え，さらに新たに以下のよう

な特徴的な形質が本標本とP. yamaokaiで共通することが確
認できる：1）上後頭骨前端が頬骨突起前端よりも前方の位
置まで衝上する，2）頭頂骨後部が膨らむとともに鱗状骨窩
は狭く後方に伸びるため，背面観で上後頭骨と鱗状骨との

縫合はほぼ前後方向である．したがってこれら3標本（本標
本，HMN-F00004，HMN-F00042）は同一の種であると判断
される．なお前述のようにHMN-F00042の産出地点は本標
本の産出地点のごく近隣であり，産出層準はほぼ同じであ

ると考えられる．なおホロタイプ（HMN-F00022）は破損
のため上記の形態の観察を行う事はできない．

　ところで，Parietobalaena属の模式種であるP. palmeriは
Kellogg （1924）によって未成熟個体の頭蓋に基づいて記
載され，その後Kellogg （1968）によって他の多くの標本
とともに再記載されたが，木村ほか（1998），木村ほか
（2010a）で言及されているように，これらの標本の間には
形態的な相違点がいくつか認められる．Kellogg （1968）
では特に3標本，すなわちUSNM10668（ホロタイプ），
USNM10677，USNM16119について詳細に言及しており，
これらの順に未成熟→成熟個体という成長段階にあるとし

て，記載した標本間で見られる形態的な相違は年齢差に起

因するとしている．ところが，本標本及びHMN-F00042で

見られるような鱗状骨窩の発達及び背面観で上後頭骨と鱗

状骨との縫合はほぼ前後方向であるという形態は，未成熟

個体のUSNM10668及び成熟個体とされるUSNM16119では
見られないが，中間の成長段階とされるUSNM10677では
本標本と同様の形態を呈している．また同様に上後頭骨前

端の位置もUSNM10668, USNM16119とUSNM10677では異
なる．具体的にはUSNM10668, USNM16119では上後頭骨
前端は頬骨突起前端付近にとどまるのに対して，

USNM10677では頬骨突起前端よりも前方まで上後頭骨の
前端は衝上する．この形質についても本標本では

USNM10677と同様の形態を持っている．また，本標本で
は頸静脈切痕が浅いというUSNM10677と共通の特徴を持
つ．このようにParietobalaena属については標徴形質の再
検討が必要である．これらの形態的な違いが年齢差などの

個体変異に起因するのかどうかについては，多数の化石及

び現生標本にもとづいた慎重な検討が必要であり，このこ

とについては本論文の議論の範囲を超える．ここでは本標

本が大塚・太田（2008）で報告されたParietobalaena yamaokai
のパラタイプ（HMN-F00042）及び木村ほか（2010a）で報
告されたHMN-F00004と同様の形態的特徴を持っているこ
とから，これら3標本は同一種と考えられることを指摘し，
あわせてParietobalaena属の標徴形質について再検討の必
要性を指摘するにとどめる．
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図版1．備北層群産ヒゲクジラ類化石Parietobalaena yamaokai （HMN- F00640）.頭蓋．A,背面観；B，腹面観（脳函部のみ）；C，後面観．ス
ケールは10cm．
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図版2．備北層群産ヒゲクジラ類化石Parietobalaena yamaokai （HMN- F00640）. A～D,頸椎；E，頸椎？；F～M，胸椎；N～V，腰椎；W，尾
椎．A～M,U,V，前面観；N～T，背面観；W，腹面観．スケールは10cm．各記号は表1の記号に対応．
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図版3．備北層群産ヒゲクジラ類化石Parietobalaena yamaokai （HMN- F00640）.肋骨． A～K，左肋骨；L～R，右肋骨；S～Z, a～d，部位不
明．スケールは10cm.
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図版4．備北層群産ヒゲクジラ類化石Parietobalaena yamaokai （HMN- F00640）. 骨端板．スケールは10cm．


