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要旨： 栃木県佐野市出流原町の片柳石灰採石場から産出したタイリクオオカミCanis lupusの頭骨とステゴドン
　　　ゾウ類 Stegodon sp.の橈骨について記録した．この2種はこの地区では初めてのものである．
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はじめに

　栃木県佐野市から栃木市にかけて分布する葛生石灰岩体

の裂罅堆積物中からは脊椎動物の遺骸が多産し，日本の第

四紀更新世哺乳動物相の変遷を検討する上で基礎となった

地域である．佐野市出流原町の片柳石灰採石場と岡田石灰

採石場も重要な地点で，これら採石場からはヤベイシガメ

Clemmys yabei，第二次世界大戦で焼失したステゴドンゾウ
Stegodon sp，シカマトガリネズミShikamainosorex densicin-
gulataとニホンモグラジネズミAnourosorex japonicusなど多
くの絶滅動物が報告されている（SHIKAMA, 1949；直良,1954；
HASEGAWA, 1957；SHIKAMA and HASEGAWA , 1958）．
　SHIKAMA（1949）は出流原町の両採石場で見られた裂罅堆
積物をClemmys bed ，Rana bed，Carnivora bed とOrientalis 

bedの4つに区分したが，今日では採石が進み当時の状況を
顧みることは出来ない．直良（1959）は片柳石灰採石場と
岡田石灰採石場にはいくつもの化石産出地点があって，何

回も同地を訪れ相当量の化石を採集したが，すべて戦火に

より焼失してしまったという．ところが，最近片柳石灰採

石場の一室に元従業員の関口勝寿氏と元教員の岡部菊次郎

氏らが同採石場で収集した多数の標本があることが判っ

た．おそらく鹿間，直良らの調査より後に採集されたもの

と思われる標本で，出流原町の採石場からの産出報告が無

いヤベオオツノジカとタイリクオオカミ及びステゴドンゾ

ウ類の化石を含んでいた．

　葛生地域産出の狼化石に関しては直良（1965）が“日本
産狼の研究”の中で吉沢石灰工業株式会社大叶工場，会沢

大久保宮田石灰工業株式会社会沢採石場，山菅駒形石灰工
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業株式会社採石場から，SHIKAMA（1949）が会沢の宮田石灰
工場からの産出を報告している．象化石に関してはステゴ

ドンゾウ類やナウマンゾウの産出が若干知られている

（TOKUNAGA and TAKAI,1938；SHIKAMA,1949；直良, 1954）
がほとんど当時のものは行先がわからない．従って，本報

告では出流原町の採石場から今まで産出報告が無かったタ

イリクオオカミとステゴドンゾウの2種について記録して
おくこととした．なお，ヤベオオツノジカ等は後日改めて

報告する予定である．

標本の記載

1．タイリクオオカミ（図版Ⅰ-Ⅲ）

Order　Carnivora Bowdich, 1821
Family　Canidae Fischer, 1817

Subfamily　Caninae Fischer de Waldheim, 1817
Genus　Canis Linnaeus, 1758
Canis lupus Linnaeus, 1758

頭骨・下顎骨（図版Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ）KFG-101

　当標本は片柳石灰工業株式会社元従業員関口勝寿氏の収

集品と思われる．頭蓋部全体と右下顎骨下顎枝，左下顎骨

後半分が欠損している．歯牙にも欠損や破損部が見られる

が，それらの保存状態はかなり良好な標本である．上顎歯

は左P1及び左P4からM2までが欠損し，左P3遠心部が破損し
ている．左下顎歯はP2近心部が破損し．P4以後M3まで欠
損している．右上顎ではI1 I2が欠損，I3の先端が破損，P1は
欠損している．右下顎歯はP1が欠損し，P3遠心部の一部が
破損している．上下顎歯の噛み合わせは犬歯部でやや悪い

が臼歯部では良い．頭蓋部の左3P中央部付近を通る破断面
と3Pの遠心を通る左下顎骨の破断面（図版Ⅰ，図2のb‐b’
線），頭蓋部の右P2の遠心とP3の遠心を通る右下顎骨の破
断面（図版Ⅰ，図1のa－a’ 線）がそれぞれ一致しているこ
と，上顎と下顎に記された“67.3.8”の日付が同じことから
同一個体とみて間違いない．切歯・臼歯ともに大部分の歯

牙の先端に僅かな磨耗がみられることから成熟個体と考え

られる．
歯式は

　3・1・4・2  
=42である．

　　　　　　　　3・1・4・3
本標本の歯牙の計測値は次の通りである．なお，比較のた

めアラスカ産現生タイリクオオカミ3個体及び宮田石灰採
石場産オオカミ化石（直良，1965）の歯牙の計測値も合わ
せて示す．各歯牙はタイリクオオカミの特徴と較べてとく

に異なる点はみられない．

表1．
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　片柳石灰採石場産のオオカミ化石の各歯牙は宮田石灰採

石場産のオオカミ化石のそれらとほとんど大きさは同じで

あり，アラスカ産現生タイリクオオカミとも同程度の大き

さである．片柳石灰採石場のオオカミは各前臼歯の次突起

（hypocone）が大きい，Ｍ2の次突起と原突起における幅（近
遠心）が大きい．口蓋裂の前後径と左右中心部での最大幅

（路離）が大きく，吻部の幅が大きいが，単に個体差にす

ぎないかもしれない．一方，長谷川ほか（2004）で日本最
大級として報告した北九州市立自然史・歴史博物館蔵の北

九州市平尾台産ニホンオオカミCanis hodophilax（こむそう
穴第2標本，KMNH-VP-200.008）のP4, M1, M1の歯冠の計測
値は下記の通りで，本標本はニホンオオカミより大きい．

　P4 歯冠長：24.1mm，歯冠幅：14.0mm
　M1 歯冠長：16.6mm，歯冠幅：20.6mm
　M1 歯冠長：26.6mm
　近隣の中国大陸産あるいはシベリア産の現生タイリクオ

オカミ標本との比較は今後の問題であるが，本標本が寒冷

地であるアラスカ産のものとほとんど同じ大きさの歯牙を

有することは注目されるところである．また，タイリクオ

オカミとして扱うことに問題がないといえる．

2．ステゴドンゾウ

Order　Proboscidea ILLIGER, 1881
Family Elephantidae GRAY, 1821

Subfamily Stegodontinae OSBORN, 1918
Genus Stegodon FALCONER, 1857

Stegodon sp.
（Stegodon orientalis?）

左橈骨（図版Ⅳ）KFG-102

　昭和50年6月25日に採集されたという骨片があり，あま
りみかけない形の標本で気になり検討した結果象類の橈骨

であることが判明した．それは橈骨の近位部で全体の三分

の一程度である（図版Ⅳ）．全体は乳白色で化石化はすす

み，骨体には縦に走る割れ目が生じている．橈骨頚外側の

くびれはゆるやかに内側に曲がるが内側は急角度で外側に

曲がり，骨体はかなり細くなる．橈骨頭の突出があったか

どうかは表面が破損していてよくわからない．上腕骨滑車

及び小頭との関節面glenoid cavityはかなり深い．上面（背
面）より見ると外形は不等辺三角形で，横幅の3分の2は上
腕外側上腕骨小頭と接し，約3分の1は上腕内側滑車と接す
る．前面よりみると内側上腕骨小頭との関節面は内側下方

に強く傾斜する．

計測値

1．残されている骨片の最大長 130mm
2．近位関節部の最大幅 72mm
3．近位関節部の最大前後幅 40mm
4．上腕骨外側滑車との関節面　最大長 +43mm
5．上腕骨外側滑車との関節面　最小長 +28mm
6．骨体遠位端における最大内外側径 30mm
7．骨体遠位端における最大前後径  26mm

図1．佐野市出流原町の片柳石灰採石場の位置．出流原町後山の下の[父せっかい]の記号のある所．



長谷川善和・奥村よほ子・片柳岳巳・北川博通・田中源吾64

8．骨体断面にみられる緻密最大厚  10mm
9．骨体断面にみられる緻密最小厚 6mm
10．髄腔径 10mm

　象の尺骨は橈骨に比して大きく，直立しているために，

橈骨上端はその谷間を埋めるように三角形の面を作って，

上腕骨の左右滑車との関節面を支える形になっている図2
はファルコナーとコートレー（1868）によるナルバダゾウ
Elephas namadicusの尺骨と橈骨の関係を示した図である
が，fig.22と26との間にはかなり差がある．
　ところで，日本産のナウマンゾウでは忠類標本に橈骨の

記録があるが（亀井ほか，1971）この標本の近位端は不完
全で比較できない．野尻湖層からは2本のかなり大形の橈
骨（9NⅢW10-3, 93ⅢP17-g-4）の産出があり，前者は出流
原標本と比較できることが判った．また，ステゴドンゾウ

類では埼玉県狭山市笹井産（SMNH VeF-36；坂本ほか，
1988）及び長野県北御牧産（2m-894；杉田，2007）のアケ
ボノゾウや，黄河象（黄河象研究小組，1975）などに橈骨
が報告されているがいずれも文献的に検討することは難し

い．野尻湖産ナウマンゾウ，笹井産と北御牧産のアケボノ

ゾウの原標本と比較してみたが，かなり大きさの違いがあ

るにも関わらず，ナウマンゾウよりアケボノゾウに似てい

るというのが結論である．

　OLSEN（1972）によるアメリカマストドンとマンモスの図
は珍しく橈骨の特徴が明らかに図示されているが，変異が

わからないので議論はさし控えた．

　筆者らには現時点ではこの件に関して検討を進めるには

あまりにもデータに乏しいので，あえて少ない標本で比較

して考えを述べた．

　葛生層群からアケボノゾウStegodon auroraeの産出はな
いのでトウヨウゾウStegodon orientalisの橈骨であると考え
るのが妥当と思われる．

考　　察

　オオカミの頭蓋骨について紹介したがオオカミの変異幅

を検討できるほどの材料がないので最も高緯度地域のオオ

カミと比較することによって，本種の特徴を端的に傾向を

把握するためにモンゴル及びアラスカの現生標本を比較に

使用した．また当然のことであるが北海道のエゾオオカミ

についても関連を考えなくてはならないが，直ちに扱える

材料がないのでSHIKAMA（1949）の使用したデータを参考に
した．

　犬科動物で比較的特徴のみられるのは上顎第4前臼歯と
下顎の第1後臼歯の大きさである．表1にみられるように出
流原および宮田産の上第4前臼歯歯P4は前後長29.0と28.3で
アラスカ産26.0～27.0よりわずかに大きい．また，モンゴ
ル産25.0より更に大きい．上第1後臼歯P4（頬舌側）の幅は
21.5，アラスカ産より僅かに大きいかほとんど同じである．
モンゴル産とほとんど同じといえる．エゾオオカミ

（Canis lupus hattai）のP4の長さは25.2～28.0である．M1の
幅は21.0～24.0で第1後臼歯は28.0～31.0でほぼ同じと見ら
れる．

　後日，既知の標本あるいは未報告の標本を含めて再検討

する必要性を感じているので，ここではとりあえず若干の

標本と較べたところ出流原産オオカミ化石は同佐野市内宮

田産のオオカミとほとんど変わらない大きさであり，タイ

リクオオカミに属するものといえる．また，エゾオオカミ

ともそれほどの大きさの差はないように思われることを指

摘するに止める．

　ニホンオオカミで最大と考えられている北九州産のもの

ではP4は長さ24.1，M1の幅20.6，M1の長さ26.6（長谷川ほ
か，2004）でタイリクオオカミより小さい．
　ゾウの橈骨はとくに野尻湖産ナウマンゾウ（9NⅢW10-3）
と北御牧のアケボノゾウ（2m-894）および笹井のアケボノ
ゾウ（SMNH VeF-36）との比較をした結果，両者の大きさ
はほぼ同じであるがglenoid cavityの凹度と外形は異なる．
野尻湖産ナウマンゾウの橈骨ではglenoid cavityは浅く，外
形は三角形というより半卵円といった方がよいほど丸味を

持っている．北御牧のアケボノゾウと出流原の橈骨の大き

さはかなり異なるが両者はglenoid cavityの外形と凹みの深
図2．Falconer and Cautley（1868）に図示されている北シワリク産
のパレオロクソドン類（Elephas namadicus）の左橈尺骨の図．
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い点でよく似ている．よってステゴドンゾウ類，おそらく

トウヨウゾウStegodon orientalisであろうと結論した．
　しかしながら，Falconer and Cautley（1868）のfig.22aでみ
ると橈骨の前面観外形は出流原標本によく似ているが，し

かし背面の外形（fig.22b）は違う．むしろfig.26の方が似て
いる．このままをみるとElephas namadicusには Stegodon類
とPaleoloxodon類の両方に似たものがあるのかとさえ思わ
れる．しかし，当地からはStegodonが産出していたことも
あるし，アケボノゾウと似ていることから，Stegodonおそ
らくS. orientalisのものとして記録しておく．SHIKAMA
（1949）のStegodon bedに関係するものかもしれないが，今
となっては検討できない．今後の課題である．

結　　語

　比較標本が少ないので充分な議論はできないが，片柳石

灰採石場産出の哺乳動物化石2点について記録した．その
うちオオカミ化石の歯牙は宮田採石場産出のオオカミ化石

と同じ大きさであり，現生アラスカ産タイリクオオカミと

ほとんど識別できない大きさであるため，タイリクオオカ

ミに属するものであることを指摘した．

　最大級のニホンオオカミの臼歯と比較すると明らかに大

きさの違いがあり当該標本とは区別される．

　ゾウの橈骨の近位関節部分の形態は変異幅が解るほど

データがないので既報のアケボノゾウとナウマンゾウと比

較した結果，アケボノゾウの仲間に近いこと，層序的に

Stegodon bed（SHIKAMA,1949）が妥当だとするとStegodon 
orientalisの橈骨と考えるのが妥当だとした．
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図3．ナウマンゾウとアケボノゾウとの橈骨頭部glenoid cavityの比較．
　　a. 野尻湖産ナウマンゾウPalaeoloxodon naumanniの左橈骨（9NⅢW10-3）．b. 北御牧産アケボノゾウStegodon auroraeの左橈骨
　　（2m-894）．c. 出流原産標本の左橈骨（KFG-102）．
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図版の説明

Ⅰ．片柳石灰採石場産タイリクオオカミCanis lupus L．KFG-101
　Ⅰ－1．頭骨と下顎骨右頬側面．
　Ⅰ－2．同上．左頬側面．

Ⅱ．片柳石灰採石場産タイリクオオカミCanis lupus L．KFG-101
　Ⅱ－1．頭蓋骨　咬合面．
　Ⅱ－2．同上　右頬側面．
　Ⅱ－3．同上　舌側面．
　Ⅱ－4．下顎切歯列唇側面観．
　Ⅱ－5．同上　舌側面観（斜上後方より）

Ⅲ．片柳石灰採石場産タイリクオオカミCanis lupus L．KFG-101
　Ⅲ－1．下顎骨　咬合面．
　Ⅲ－2．同上　腹側面．
　Ⅲ－3．右下顎骨頬側面．
　Ⅲ－4．同上　舌側面．

Ⅳ．片柳石灰採石場産ステゴドンゾウ類 Stegodon sp.（KFG-102）
　Ⅳ－1．左橈骨近位端　後側面．
　Ⅳ－2．同上　　　　内側面．
　Ⅳ－3．同上　　　　前側面．
　Ⅳ－4．同上　　　　外側面．
　Ⅳ－5．同上　　　　上腕骨滑車関節面．
　Ⅳ－6．同上　　　　遠位端断面．
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