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1　はじめに

　栃木県南西部から群馬県南東部の地域に広がる足尾山地

の南部には, ジュラ紀付加体の一つである足尾帯が分布し, 
その中には古生代ペルム紀の炭酸塩堆積物が南西方向に開

口した馬蹄形に分布している. この堆積物の中心となって
いる古生代後期の石灰岩体の中には, 後に形成された断層
に沿って, 地表露出後の化学的風化作用によって形成され
た大小多数の竪穴や裂 罅    , 洞穴が存在する. 

れっか

　これらの裂罅や洞穴の堆積物に含まれる様々な脊椎動物

の骨化石については, これまでにも多くの研究がなされ, 本
邦の第四紀更新世陸生哺乳動物相の変遷を検討する際の基

礎となっている（たとえば, Shikama, 1949）. 佐野市出流原町
は, 馬蹄形に分布するペルム系炭酸塩堆積物のほぼ南端に
位置しており, これまでにヤベイシガメClemmys yabeiやシ
カマトガリネズミShikamainosorex densicingulata, ニホンモ
グラジネズミAnousorex japonicus, ウシ類, トウヨウゾウSte-
godon orientalis, ムササビPetaurista cf. leucogenys, タイリク
オオカミCanis lupusなどの産出記録がある（Shikama, 1949；
直良, 1954；Hasegawa, 1957；Shikama and Hasegawa, 1958；
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Abstract： A large number of Yabe’s giant fallow deer（Sinomegaceros yabei）fossils was recovered from limestone fis-
sure deposits of the Pleistocene Kuzuu Formation, in the Katayanagi quarry, Izuruhara-machi, Sano city, Tochigi 
Prefecture, Japan. This paper reports the outline of these giant fallow deer fossil specimens. 
　A total of 128 fragments was identified, which consists of antlers, mandibles, and other axial elements, fore and hind 
limbs, though almost all of those are fragmentary. 126 specimens are stored in the Katayanagi Fossil Gallary（KFG）. And 
two specimens are stored in Sano City Kuzuu Fossil Museum（KFM）. The chronological range of the specimens is 
uncertain, because most of the specimens lack basic data of occurrence. However, based on the duplication of the same 
portion of some bones and the differences of fossil preserved condition, these fossils derive from at least 5 individuals of 
S. yabei. 
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小野寺ほか, 1980；宮崎・三島, 1982；宮崎・関口, 1982；
長谷川ほか, 2013）. 
　以上の様に, 大小様々な陸生脊椎動物化石が産出する足
尾地域の裂罅・洞窟堆積物が模式地となっている代表的な

絶滅哺乳類の一つが, ヤベオオツノジカSinomegaceros yabei
である. 佐野市出流原町からは, これまでに宮崎ほか（1979）
と宮崎ほか（1980）の2例の産出報告があり, いずれも本文
中にその内容が記述されている. 2例のうち前者で報告され
た標本は, 本報告の筆者の一人である片柳が所属する片柳
石灰工業株式会社資料館に保管されているものである. 今
回, 筆者らが機会を得て同資料館に保管されている標本の
整理のためにその観察を行ったところ, 宮崎ほか（1979）
で報告された標本の大部分の存在を再確認できただけでな

く, それらとは別個体と推定されるオオツノジカの標本が
多数存在することが新たに判明した. そこで本論文では, こ
れらの出流原町産ヤベオオツノジカ標本の概要を報告する

こととした. 
　なお, 本論文で使用する標本所蔵機関の略号は, 以下のと
おりである；KFG：片柳石灰工業株式会社資料館, KFM：
佐野市葛生化石館. 

2　産地の概要とオオツノジカ化石の来歴

　今回検討したヤベオオツノジカの化石標本群は, いずれ
も片柳石灰工業が所有している出流原町の石灰石採石場に

露出している石灰岩の中に存在した, 裂罅や洞穴を充塡し
た堆積物から産出したものである（位置については, 宮崎ほ
か（1980）や長谷川ほか（2013）で参照されたい）現在, 
これらの化石が産出した採石場の北側には北関東自動車道

が東西に延びていて, 出流原にもパーキングエリアが設け
られ, そこから石灰岩の岩壁を観察することができる. 
　宮崎ほか（1979）で報告された標本を含む大部分のヤベ
オオツノジカ標本群は, ほかの脊椎動物化石と共に, 片柳石
灰工業株式会社の元社員である関口勝寿氏, 元教員の岡部
菊次郎氏らによって収集されたものである. 当時の詳しい
記録がほとんど無いため, 正確な産出位置や産状は不明で
ある. 一方, 宮崎ほか（1980）で報告された標本群は, 宮崎
が共同研究者と共に発掘を実施したため, 化石の産状につ
いても詳しく記述されている（後述）. 
　これらの出流原町から産出したヤベオオツノジカの標本

群は, 上述した標本収集の経緯とその検討履歴に基づいて, 
3つに大分することができる. 
　一番目の標本群は, 宮崎ほか（1979）によって報告され
たもので, 片柳石灰工業資料館に保管されていたものにあ
たる. 宮崎ほか（1979）によると, これらの標本群は, 1963
年5月20日に片柳石灰工業3号採石現場から産出したもの
で，少なくとも成獣2個体, 若獣2個体の合計4個体に由来す
るとしている. 宮崎らが扱った資料とそれらの部位の同定

結果を付表1（Appendix table 1）に示す. 宮崎によると, 当時
彼らが検討した標本には, 宮崎自身が個々の骨化石に注記
を施していた. そのため, 今回の調査でも, 2点（肋骨と中足
骨，各1点）を除いて, 当時検討された標本が概ね現存して
いることが確認された. また, 注記があるものの, 宮崎ほか
（1979）に記述が見あたらない左上顎骨片が確認された. 注
記があることから, 何らかの理由で宮崎ほか（1979）の本
文への記述漏れとなったのであろう. この上顎骨片には, 上
顎の第1大臼歯（M1）と第2大臼歯（M2）が植立しており, 
咬合の状態から左下顎骨KFG-108と同一個体である可能性
が高い. 
　二番目の標本群は, 一番目の標本群と同じく片柳石灰工
業資料館に保管されていたもののうち, 宮崎が注記を施し
ていない標本群である. 宮崎によれば, 宮崎ほか（1979）に
関する調査を実施した際, 宮崎はこれらの標本を見ていな
かったとのことなので, これらは, 宮崎らによる検討後に発
見・収集され, 資料館に保管されていたものかもしれない. 
ただし, それらの標本を観察すると, 宮崎ほか（1979）で報
告された一部の標本と保存状態が極めて類似したものも含

まれている．付表に同定結果を示す．

　残る三番目の標本群は, 宮崎ほか（1980）が報告したも
のである. 宮崎ほか（1980）によると, これらは1978年8月
に発見され, その後宮崎らによって発掘されたものである. 
宮崎が撮影した発掘時の状況や産状をFig.1に示す. 発掘で
は, 前肢の肩甲骨から指骨までがほぼ関節状態であること
が確認されたほか, 上顎臼歯や下顎骨, 肋骨などが産出し, 
骨化石の分布状況, ならびに産出部位に重複が確認されな
いことなどから, この標本は若齢個体（dp4を使用）の1個体
に由来した可能性が高いとされた（宮崎ほか, 1980）. 
　これらの標本は, 諸事情により現時点では左下顎骨と左
尺骨各1点が残存するのみとなり, これまで宮崎が保管して
いた（左下顎骨KFM-1949, 左尺骨KFM-1950；Fig. 2）. 今回, 
片柳石灰工業資料館に保管されているヤベオオツノジカ標

本の整理と概要調査について, 宮崎と協議した際, 同一地域
で産出したものであるので, これらの標本も併せて検討す
ることとした. なお, 宮崎ほか（1980）は, オオツノジカ化
石と同層準から産出した炭化植物片中の14Cを用いて放射
年代を測定し, 13,470±470y. B. P.（未較正）という年代値を
報告している. 

3　ヤベオオツノジカ化石群について

SYSTEMATIC PALEONTOLOGY
シカ科　Cervidae GOLDFUSS, 1820
シカ亜科　Cervinae GOLDFUSS, 1820
オオツノジカ族　Megacerini VIRET, 1961

シノメガケロス属　Sinomegaceros DIETRICH, 1933



出流原町ヤベオオツノジカ化石群の概要 181

Fig. 1. Excavation of fossil Sinomegaceros yabei in Katayanagi quarry, Izuruhara machi, Sano city（in 1978；photo and excavation 
by S. Miyazaki and his colleagues）. 1：excavation site in the quarry（the most left side of the photo）；2：Fossils in sediments
（brownish clay）；3：Upper molars, scapula and the head of humerus；4：close up of upper molars；5：Distal portion of humerus；6：
The part of ulna；7：The head of radius；8：The shaft of radius；9：Articulated forehand（metacarpal, phalanges）；and 10：Digit bone.
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Sinomegaceros yabei（SHIKAMA, 1938）
（Fig. 2；Plates I, II, III, IV, V；Appendix table 1）

産　　地：栃木県佐野市出流原町, 片柳石灰工業株式会社
採石場. 
採 集 者：片柳石灰工業（株）, 関口勝寿, 岡部菊次郎, 宮崎
重雄. 
標本保管先：片柳石灰工業資料館（KFG）, 佐野市葛生化石
館（KFM）.
標本群の概要：標本群のうち, 128点について部位が同定さ
れた. その概要は付表に示す. 角を含む頭部や体幹部，体肢
部など様々な部位が確認された. ここでは紙面の都合によ
り, 主要部位である角と下顎骨, 下顎歯についてのみ簡略に
記述し, その他の骨を含めた正式記載は後日行う.
角…宮崎ほか（1979）で報告されているのは, 以下の4点で
ある. KFG-103：左角幹の後半部で, 後述するKFG-106と接

合するものと推定される. 角幹の形態は群馬県富岡市で産
出した蛇宮標本（Shikama and Tsugawa, 1962など）や長野県
の野尻湖産標本（野尻湖発掘調査団古脊椎動物グループ, 
1975；野尻湖哺乳類グループ, 1984, 1987）, 山口県の秋吉台
産標本（岡藤・大塚, 1977）など従来知られているヤベオオ
ツノジカの形態と矛盾しない. KFG-104：右の眉枝（第一分
岐枝）の基部に近い部分と考えられる. KFG-105：右の眉枝
の一部と推定されるが, KFG-105と接合しない. KFG-106：
宮崎ほか（1979）では眉枝の一部とされていたが, 今回改め
て検討したところ, その厚みなどから左角冠の一部で, 角幹
KFG-103と接合する可能性がある. 以上のほかに, KFG-
145, 146, 147, 148の4点の角片が確認された. これらのうち
KFG-146の保存状態は, 宮崎ほか（1979）で報告された角の
保存状態とよく似ている. 
下顎骨…KFG-108：宮崎ほか（1979）で報告されている. 左
下顎骨の下顎体の一部で, 下顎体臼歯部の第2小臼歯（以下

Fig. 2. Juvenile specimen of S. yabei（1. left mandible, KFM-1949；and 2. left ulna, KFM-1950）. These fossils have previously reported in Mi-
yazaki et al.（1980）. They are excavated in 1978（see Fig. 1）. The excavation organized by the third author, S. Miyazaki. 1a：outer view；1b：in-
ner view；1c：upper view. 2a：frontal view；2b：outer view；2c：hind view；2d：inner view.
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P2と表記）遠心部付近から顔面血管切痕を含む下顎枝前方
部まで保存されている. 下顎体外側面の大部分と同内側面
の一部は, おそらく風化によって褐色～黒褐色を呈し, 臼歯
の部分は黄白色を呈するが, 象牙質の一部は茶褐色となっ
ている. また, 部分的に骨表面が浸蝕され凹凸が生じてい
る．臼歯は, 下顎第4小臼歯（以下P4と表記）, 第1大臼歯（以
下M1と表記）, 第2大臼歯（以下M2と表記）, 第3大臼歯（以
下M3と表記）が植立しており, 歯冠はほぼ完全に保存され
ている. 第3小臼歯（以下P3と表記）は近心歯根の先端部と
遠心歯根が, P2についても遠心歯根の先端部の破片が歯槽
の底に僅かに残っている. また, 採集の際の破断に伴い, M2
直下の下顎体内側面とM3前葉の下の下顎体腹側面を欠く. 
KFG-149：右下顎骨の下顎体の一部でP4付近からM3付近ま
でが保存されている. KFG-108と比べ, 下顎体の側方への膨
らみが大きい. P4は歯根しか保存されていないが, M1～M3
は植立している. またM3付加葉にセメント質が露出するな
ど臼歯の咬耗状態から, KFG-108よりも老齢の個体である. 
KFG-150：下顎体後部と下顎枝前部が保存されており, M2, 
M3が植立している. M2の咬耗の程度はKFG-108と同程度で
あるが, M3についてはKFG-150の方が咬耗が進んでいる. 
KFM-1949：宮崎ほか（1980）で報告された標本である. 左下
顎骨の下顎体の一部で, 第4乳臼歯（以下dp4と表記）, M1, M2
が植立していて咬耗している. M3は萌出途中である. また
dp4の腹側にはP4の存在が確認できる. 
　これらの下顎骨は, いずれもシカ科の下顎骨としては大
型であり, 大臼歯付近の下顎骨の断面形態が内外側両方に
膨んで左右に厚く, 断面形態が円形に近い. また, 各大臼歯
のプロトコニッドとハイポコニッドは, いずれも遠心頬側
に角張らず丸みを帯びていること, M3の付加葉が明確な二
咬頭ではなく, かつ付加葉頬側の遠心部に窪みがないなど
の特徴が見られることからオオツノジカ族Mecaceriniの下
顎骨であり（野尻湖哺乳類グループ, 2010a, b）, 副基準標本
（葛生産）を含む既知のヤベオオツノジカの下顎骨（Shikama,
1938；Shikama and Tsugawa, 1962；野尻湖発掘調査団古脊椎
動物グループ, 1975；小野寺・野尻湖哺乳類グループ, 1980；
野尻湖哺乳類グループ, 1990；1993 など）の形態と類似して
いることから, ヤベオオツノジカSinomegaceros yabeiに同定
される. 

4　議　　論

最小個体数について

a　下顎骨・下顎臼歯

　今回検討した出流原産ヤベオオツノジカの下顎骨化石5
点のうち, 1点（KFG-151）は関節突起しか保存されていな
い. すなわち臼歯を用いて下顎骨の持ち主の年齢が検討で
きるのは, 右下顎骨2点（KFG-149, 150）, 左下顎骨2点（KFG-
108, KFM-1949）の4点となる. 左下顎骨2点のうち, 宮崎ほか

（1980）で記述されている1点（KFM-1949）は乳臼歯dp4を
使用しており, ほかの個体よりも明らかに若い個体に由来
する. 残る3点の下顎骨はいずれもM3に咬耗が見られる. そ
れらのうち, 右下顎骨2点は臼歯が重複するので, 明らかに
別個体であるが, 左下顎骨KFG-108 については臼歯の咬耗
状況を右下顎骨2点と比較し, どちらか1点の逆側のものな
のか, それとも全く別個体に由来するものなのかを検討し
た. 
　左下顎骨KFG-108の磨滅状況は, 右下顎骨2点のうち, 下
顎枝の基部が残存し, M2とM3が植立した咬耗の進んでいな
いKFG-150と近い. しかし, M2の前葉と後葉の接続部分や
M3の付加葉の咬耗状況を見ると, 左下顎骨KFG-108よりも
右下顎骨KFG-150の咬耗の方が進行している. また, 化石自
体の保存状態や色も異なっている. これらの点から判断し
て, これら3点の下顎骨はそれぞれ別個体に由来したもので
ある可能性が高い. よって下顎骨のみから判断すると, 出流
原町からはM3を使用している3体と宮崎らが発掘した若齢
個体（宮崎ほか, 1980）を合わせた4体分のヤベオオツノジ
カの下顎骨が発見されていることになる. 
　ただし, 以上述べた下顎骨のほかに, 顎から脱落した状態
で見つかった, 咬耗の見られる左下顎P3が1点（KFG-152）確
認されている. M3を使用している左下顎骨KFG-108では, 
歯冠を欠損しているものの, そこに存在したP3の歯根が歯
槽内に残存しているため, このKFG-152は, 明らかにKFG-
108とは別個体のものである. 一方, 若齢個体の下顎骨KFM-
1949についてはP3が存在しても矛盾は無い. しかしながら, 
齢段階が近似する現生ニホンジカの顎標本と比較してみる

と, P3は萌出前で未使用であった可能性が高く, KFG-152が
咬耗していることを考えると, こちらも別個体である可能
性が高い. よって, 下顎骨ならびに下顎の小臼歯・大臼歯か
ら推定される最小個体数は, 下顎骨によって存在が明確な4
体のほかに, P3のみの1体を加えた5体ということになる. 

b　その他の骨の重複

　その他の骨については, 明らかに同じ骨の同一側が重複
しているものについてのみ, 概要を記録しておく. 
b-1　橈骨… 4点中3点（KFG-115, 116, 155）で近位関節面
が保存されていて, それらのうち2点（KFG-115, 155）が右
側である. 3点の保存状態が異なることから, これらは3体の
個体に由来する可能性が高い. 残る1点（KFG-117）は遠位
端の一部であるが, 保存状況の類似性から, 近位関節面が
残った右側の2点のうち1点（KFG-115）と同一個体のもの
に由来している可能性がある. 
b-2　尺骨…肘頭が保存されている標本が3点あり, うち2
点（KFG-156, KFM-1950）が左側の尺骨で, いずれも若齢個
体である. 2点のうちKFM-1950は, 宮崎ほか（1980）で報告
されたものである. 
b-3　中手骨…確認された5点のうち, 部分的でも近位関節
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面が残っていたのは2点（KFG-119, 120）であった. KFG-119
は比較的若い個体であると推定される.
b-4　恥骨… 3点のうち2点（KFG-163, 164）が右寛骨臼の
一部であった. いずれも関節面の形成が不完全であること
から, 比較的若い個体であると推定される.
b-4　脛骨…確認された3点のうち, 2点（KFG-123, 171）が
右の遠位端である. 
b-5　距骨…確認した4点のうち, 3点（KFG-124, 125, 172）
が右側である. これらのうちKFG-125は, 立方・舟状骨
（KFG-130）と接合すると推定される. 
b-6　踵骨…確認した4点のうち, 3点（KFG-126, 127, 174）
が右側である. KFG-126とKFG-127は踵骨隆起の先端の骨
化が不完全であることから, 比較的若い個体であると推定
される. 
b-7　立方・舟状骨…確認された4点のうち, 3点が左側
（KFG-129, 175, 176）であった. これらのうち, KFG-176は
ほぼ完全でほかの個体よりも一回り大きい. また唯一右側
のものであったKFG-130は立方骨と舟状骨の癒合の程度か
ら比較的若い個体だと考えられる. また踵骨の一つ（KFG-
125）と接合すると推定される.  
b-8　中足骨…確認された9点の中足骨のうち, 一部分でも
近位関節面が残っていたものが5点あり, それらのうち3点
（KFG-131, 132, 177）が右側であった. これらのうちKFG-
177は骨端が完全に癒合していないため，若齢個体のもの
であると考えられる. 
　最小個体数については, 以上のような具体的な骨の重複
状況も重要であるが, 同時に各標本の保存状況の違いも考
慮して, 改めて検討する必要がある. 
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付表1. 出流原町・片柳石灰工業採石場産ヤベオオツノジカ化石群の標本一覧. 
Appendix table 1. The list of S. yabei specimens from the Katayanagi quarry, Izuruhara machi, Sano city, Tochigi Prefecture, Japan.
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図版説明
Captions for Plates

出流原町・片柳石灰工業採石場産ヤベオオツノジカ化石群
Remains of Sinomegaceros yabei from the Katayanagi quarry, Izuruhara machi, Sano, Tochigi, Japan.

Plate I. 
1：眉枝（第一分岐枝・基部に近い, KFG-104）；2：眉枝（第一分岐枝, KFG-105）；3：眉枝（第一分岐枝, KFG-145）；4：左角幹（KFG-
103）と角冠（掌状角, KFG-106）；5：左上顎骨片（M1～M2が植立, KFG-107, a. 外側面観, b. 腹側面観, c. 内側面観）；6：左下顎骨
（P3歯根, P4～M3が植立, KFG-108, a. 背側面観, b. 外側面観, c. 内側面観）；7：左下顎第三前臼歯P3（KFG-152, a. 外側面観, b. 
咬合面観, c. 内側面観）；8：右下顎骨（P4歯根, M1～M3が植立, KFG-149, a. 背側面観, b. 外側面観, c. 内側面観）. 

Plate II.
1：右下顎骨（M2～M3が植立, KFG-150, a. 外側面観, b. 背側面観, c. 内側面観）；2：左下顎骨（下顎枝・関節突起付近, KFG-151, 
a. 内側面観, b. 外側面観）；3. 環椎（KFG-139a, a. 背側面観, b. 腹側面観, c. 前面観, d. 左側面観, e. 後面観）. 

Plate III.
1：右上腕骨（遠位部, KFG-111, a. 前面観, b. 後面観, c. 遠位関節面, d. 外側面観, e. 内側面観）；2：左上腕骨（遠位部, KFG-112, 
a. 後面観，b. 前面観, c. 内側面観, d. 外側面観, e. 遠位関節面）. 

Plate IV.
1：右橈骨（近位部, KFG-115, a. 前面観, b. 後面観）；2：右橈骨（近位部, KFG-155, a. 前面観, b. 後面観）；3：左橈骨（近位部, KFG-
116, a. 前面観, b. 後面観）；4：右尺骨（肘頭部, KFG-118, a. 内側面観, b. 外側面観）；5：左尺骨（肘頭部, KFG-157, a. 内側面観, b. 
外側面観）. 

Plate V.
1：右中手骨（近位部・若齢個体, KFG-119, a. 背面観, b. 掌面観）；2：中手骨（骨幹の一部, KFG-159, a. 背面観, b. 側面観）；3：右
中手骨（近位部内側部の一部, KFG-120, a. 掌面観, b. 内側面観）；4：前位仙椎（KFG-143, a. 背側面観, b. 前面観）；5：左大腿骨
（近位部転子間稜と小転子付近, KFG-121, a. 底面観, b. 背面観）；6：右脛骨（骨幹の一部, KFG-122, a. 背面観, b. 外側面観）；7：
右脛骨（遠位関節面付近, KFG-123, 底面観）； 8：右脛骨（遠位関節面付近, KFG-171, 底面観）；9：右中足骨（近位部と骨幹, 
KFG-131, a. 背面観, b. 外側面観）；10：中手or中足骨（遠位部, KFG-182, 背面観）；11：中手or中足骨（遠位部の骨端, KFG-183, 
背面観）；12：中手or中足骨（遠位部の骨端, KFG-184, a. 背面観, b. 側面観）；13：中足骨（遠位部の骨端, KFG-133, a. 背面観, b. 
側面観）；14：中手or中足骨（遠位部の骨端, KFG-185, a. 背面観, b. 側面観）；15：基節骨（近位部, KFG-186, a. 近位関節面, b. 側
面観）；16：基節骨（近位部・若齢個体, KFG-138, a. 近位関節面, b. 側面観）；17：基節骨（遠位部, KFG-187, a. 背面観, b. 側面
観）；18：基節骨（遠位部, KFG-188, a. 掌面or底面観, b. 背面観）. 
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Plate I
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Plate II
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Plate III
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Plate IV
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Plate V




