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1．はじめに

　南アメリカ大陸西部，ペルー共和国の海岸部に分布する

ピスコ層（Pisco Formation）は，クジラ類や鰭脚類など多様
な海生脊椎動物化石の保存良好な標本を多産することで知

られている（例えばMuizon，1981；Muizon and McDonald，
1995）．中でもクジラ類は有名で（例えばMuizon，1984；Pil-
leri，1993；Bouetel and Muizon，2006），群馬県立自然史博物
館にはナガスクジラ類の全身骨格標本1点（GMNH-PV-159）
とケトテリウム類の頭骨1点（GMNH-PV-166）が収蔵され
ている．その他にも多くの全身骨格が発見されており，そ

れらはプレパレーションの後に，地元のサカコ博物館

（Museo de Sacaco，Peru）をはじめ，ドイツのカールスルーエ
自然史博物館（Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe，
Germany）やアメリカのブラックヒルズ自然史博物館

（Black Hills Museum of Natural History，USA）など，世界各地
の博物館で展示されている．

　ピスコ層産クジラ化石の中には，GMNH-PV-159の様に通
常化石として残りにくいヒゲクジラ類のヒゲや皮膚印象が

部分的に保存されている産出事例も知られている．こうした

通常化石として残りにくい，歯や骨よりも軟らかい部分の保

存には，堆積物中に含まれる豊富な珪藻化石との関係性が指

摘されている（Brand et al.，2004；Esperante et al.，2008）．
　軟骨魚類も，クジラ類や鰭脚類と共にピスコ層から多産

する脊椎動物化石の一つである．Muizon and DeVries
（1985）は，その時点でのピスコ層産化石の分類を整理し，
軟骨魚類としてサメ類11種，エイ類1種，ギンザメ類1種を
リストアップした．これらのサメ類化石の多くは遊離した

歯や脊椎であったが，2012年に記載されたCarcharodon 
hubbelliの正基準標本は，先述のクジラ類と同様に保存が
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良く，上・下の顎を構成するそれぞれの軟骨と共に，歯が

顎にほぼ元の位置の状態で保存され，かつ頭部に関節する

脊椎も残っている（Ehret et al.，2012）．一方，クジラ類の骨
格に伴って産出するサメ類の歯化石の事例も知られてお

り，GMNH-PV-159でも全身骨格にほぼ密着した状態で16
点のサメ類の歯化石が確認された．そこで本論では，この

16点のサメ類“Isurus”hastalisについて報告する．

2．化石産地の概要ならびに当館収蔵の経緯

2－1 産地の概要

　GMNH-PV-159と今回検討したサメ類を含むその共産化
石群が発掘されたのは，ペルー共和国の南部，アレキパ県

の西部にあるサカコ盆地内のAguada de Lomas地域の一地
点（南緯15度30分，西経75度53秒）である（Fig. 1）．ピス
コ層全体の年代は，中期中新世最後期ないしは後期中新世

最前期から後期鮮新世におよぶが，同層の分布は連続して

おらず，露出する地域によって地層の年代が異なることが

知られている．

　GMNH-PV-159とその共産化石群が産出したAguada de 
Lomas地域には同層下部の一部が露出している．この地域
の層位学的に下位にあたる部分には2枚の火山灰層が確認
されており，下位の火山灰層が8.8Ma，上位の火山灰層が
8.0MaというK-Ar年代が得られている．一方，Ehret et al.

（2012）はこれらの火山灰層の上位で，かつAguada de Lo-
mas地域の脊椎動物多産層準（AGL）より下位の層準から
産出した貝化石を用いてSr同位体（87Sr-86Sr）年代を測定し，
平均値として7.46Maを得て，さらにAGLの一つ上の脊椎動
物多産層準（MTM：Montemar Vertebrate horizon）について
も産出した貝化石を用いてSr同位体（87Sr-86Sr）年代を測定
し，平均値として7.30Maを得た．測定されたSr同位体年代
の幅は広いものの，これらの絶対年代値や古生物相から総

合的に判断すると，Aguada de Lomas地域に分布するピス
コ層の堆積した時代が後期中新世であることは明らかであ

り，その年代は，概ね7～7.5Maに相当すると推定される．

2－2 収蔵の経緯

　ナガスクジラ類の全身骨格（GMNH-PV-159）と今回検討
したサメ類を含むその共産化石群は，アメリカのブラック

ヒルズ地質学研究所（Black Hills Institute of Geological Re-
search，Inc.）とスイスのシーバー＆シーバー（Siber & Siber 
Inc.）を中心とした共同調査チームによって，1990年春に発
見・発掘され（Fig. 2），平成3（1991）年度に美術品等購入
基金により，群馬県が取得した．

　GMNH-PV-159はほぼ完全な全身骨格で，自然史博物館
の設立前には，暫定的に県立歴史博物館（群馬県高崎市）

のエントランスでも展示されたことがある．その後1996年
の自然史博物館の設置に伴って，歴史博物館から自然史博

Fig. 2．Locality of the fossils and the portrait of their excavation．
Photos taken by Black Hills Institute of Geological Research，
USA．a：before excavation；b：excavation

Fig. 1．Locality map of balaenopterid-whale skeleton（GMNH-
PV 159）with a dense occurrence of the teeth of fossil “mako” 
shark．Modified from Ehret et al.，2012.
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物館に移管され，現在では自然史博物館常設展示室「哺乳

類の時代」の展示物の目玉の一つとなっている（Fig. 3）．
　なお，GMNH-PV-159の分類学的位置に関しては，当館の
長谷川善和，木村敏之，ニュージーランド・オタゴ大学の

エワン･フォルダイスの三氏が共同研究をしている．少な

くとも前頭骨の眼窩上突起が前後に幅広く，頭頂部から急

傾斜で傾き，その先で平坦面をなすという形態を呈するこ

とからナガスクジラ科であると判断される（木村敏之博士

からの私信）．

　今回報告する歯化石は16点確認されていて，以下のよう
な分布状況である（Fig. 3）；右吻部1点（標本①），頭頂部
付近に5点（標本②～⑥），左肩甲骨付近の背～腹部に7本
（標本⑦～⑬），それより後ろの左背部に1本（標本⑮），右
腹部に1本（標本⑭），そして尾部1本（標本⑯）である．従
来，これらの歯はGMNH-PV-159の一部として扱っていた
ので，本報告では仮標本番号として個々の歯に①から⑯の

番号を付与して記述する．これらの歯は，展示することを

前提としたプレパレーションが施されている．すなわち，

それぞれの場所にあったことがわかるように，歯のある部

分が地層のマトリックスごと残してある．そのために，そ

れぞれの歯の観察は，舌側面，唇側面のいずれかに限定さ

れる．

3．古生物学的記載

　歯化石の記載にあたり，板鰓類の歯の形態に関する用語

は，矢部・後藤（1999）に従った．歯の計測部位は，上野
ほか（1989）を参考として，市販のデジタルノギスで計測
した．

軟骨魚綱　Class Chondrichthyes Huxley，1880
板鰓亜綱　Subclass Elasmobranchii Bonaparte，1838

ネズミザメ上目　Superorder Galeomorphii Compagno，1973
ネズミザメ目  Order Lamniformes Berg，1958

ネズミザメ科  Family Lamnidae Müller and Henle，1838
“Isurus” hastalis AGASSIZ,1843
（Figs．4，5 and 6；Table 1）

3－1 記載

　中～大型のサメ類の歯化石16点（標本①～⑯）が，ナガ
スクジラ類の全身骨格（GMNH-PV-159）と密接して産出し
た．歯冠はどれも黄褐色で光沢があり，歯根は茶褐色を呈

する．歯冠は正ないしは二等辺三角形に近似するが，後で

述べる歯種により，高さや傾きなど歯冠の外形が異なる．

歯冠は比較的平滑で，歯冠基部における舌側あるいは唇側

方向への膨らみはあまり無い．歯冠の近心縁と遠心縁には

Fig. 3．The positions of each shark tooth in close contact with the balaenopterid-whale skeleton．The teeth 卯 and 碓 are concealed
behind each vertebra. Photo taken by Mr．Masahiro IIJIMA，and line drawing of the skeleton by Mr．Yoshitaka TAKAYAMA.
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Fig. 4．Fossil “mako” shark（“Isurus” hastalis），① ～ ⑨．
①：Upper Left intermediate tooth，lingual view；②：Upper Left 4th lateral tooth，lingual view，apex of crown pierced the whale 
skull bone；③：Lower Right 1st anterior tooth，labial view；④：Upper Left 2nd anterior tooth，labial view；⑤：Upper Right 1st ante-
rior tooth，lingual view；⑥：Upper Left 2nd anterior tooth，lingual view；⑦：Lower lateral tooth，lingual view；⑧：Lower right 
medial lateral tooth，labial view；and ⑨：Lower Right 5th lateral tooth，lingual view.



ペルー産クジラ化石と共産したネズミザメ類の歯 81

Fig. 5．Fossil “mako” shark（“Isurus” hastalis），⑩ ～ ⑯.
⑩：Upper Right 1st lateral tooth，labial view；⑪：Lower Right medial lateral tooth，labial view；⑫：Upper Left anterior tooth，la-
bial view；⑬：Lower Left 1st anterior tooth，labial view；⑭：Upper Right 2nd lateral tooth，labial view；⑮：Upper Left intermedi-
ate tooth，lingual view；and ⑯：Upper Right 1st anterior tooth，lingual view.
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切縁が発達し，鋸歯の発達は見られない．近心方向から見

た近心縁，遠心方向から見た遠心縁はいずれもほぼ直線状

であり，ほとんどカーブしない．歯根は概ね近－遠心方向

に長い横長の長方形に近似するが，近心と遠心に分岐し，

僅かに湾曲する傾向が見られる．この湾曲は上顎歯よりも

下顎歯の方が大きい．これらの形態的特徴を有することか

ら，16点の歯化石は全てネズミザメ科の“Isurus”hastalisに
同定される．個々の歯の計測値をTable 1に示す．

3－2 歯種同定

　歯種検討にあたっては，これまでに行われた本種の歯列

解析や歯種同定に関する文献や資料（上野ほか，1990；
Purdy et al.，2001；Bourdon，2007）を中心に，近年本種と近縁
性が指摘（詳細は後述）されているハッベルホホジロザメ

（Carcharodon hubbelli；Ehret et al.，2012）やホホジロザメ
（Carcharodon carcharias；Bigelow and Schroeder，1948；Bass 
et al.，1975；上野・松島，1979；Compagno，1984；後藤ほか，
1984），同じネズミザメ科のカルカロドン・メガロドン
C. megalodon（上野ほか，1989；後藤，1989）を参照した．
　上顎前歯（標本④，⑤，⑥，⑫，⑯）：歯冠は大型で，背

－腹方向に高い二等辺三角形を呈する．歯冠は遠心側に傾

くため，近心縁の方が遠心縁より長い．遠心縁はわずかに

凹型に湾曲する．

　標本④と標本⑫は，ともに歯根の一部を欠くことを除

き，ほぼ完全である．標本⑫では遠心が小断層によりずれ

ている．この2点は同程度の大きさであることから，他の
標本との比較や傾きから，標本④を左側の第一前歯に，標

本⑫を左側の第二前歯に同定した．標本④・標本⑫よりも

小さい，標本⑤と標本⑥は，こちらも同程度の大きさであ

る．二つの標本は，歯冠が歯根からほぼ直立し，歯冠の外

形もほぼ対象であるが，いずれも歯冠の背側部をかなり欠

き，咬頭尖の向きなどがわからない．歯冠遠心と思われる

遠部の位置や湾曲の程度から，標本⑤を右側の第一前歯，

標本⑥を左側の第二前歯に同定した．標本⑯は歯冠のみで

あるが，歯頸部が残っていたことと歯冠幅の細さから，前

歯に同定した．

　上顎中間歯（標本①，⑮）：歯冠は正三角形に近似する．

咬頭はわずかに近心に傾くが，咬頭尖付近だけが遠心を向

く．標本①では遠心縁の方が近心縁よりやや長い．

　標本①，標本⑮とも歯冠の形態から判断して，左側の中

間歯であるが，標本⑮に比べ，標本①の方が小さい．

　上顎側歯（標本②，⑩，⑭）：歯冠は遠心に傾き，その程

度は歯種により異なる．近心縁はほぼ直線状で，咬頭尖付

近でゆるやかに曲がる．遠心縁は凹型に湾曲する．標本②

では，咬頭尖の先端がナガスクジラ類の頭骨に食い込んで

いる．傾きの大きさが目立つが，一応左側の第四側歯に同

定した．標本⑩は，標本②に比べると小型の側歯である

が，歯冠遠心縁の背側が歯根とほぼ直立していることか

ら，右側の第一側歯に同定した．標本⑭については，右側

の第二側歯とした．

　下顎前歯（標本③，⑬）：歯冠は大型で，上顎前歯と同じ

く背－腹方向に高い二等辺三角形を呈するが，幅が狭いの

で上顎より高さのある外形となる．歯冠はわすかに遠心に

傾き，近心縁，遠心縁ともにわずかに凹型に湾曲する．

　標本③はわずかに咬頭尖を欠くが，歯冠，歯根共に保存

されており，ほぼ直立した外形と歯根の形態から右側の第

一前歯とした．標本⑬は，歯冠の背側をかなり欠くもの

の，歯根ならびに歯冠基部の湾曲が顕著であることと傾き

の大きさから，右側の第二前歯に同定した．

　下顎側歯（標本⑦，⑧，⑨，⑪）：歯冠は細く，歯根から

ほぼ直立する．遠心側にわずかに傾くが，遠位では咬頭尖

が残っていないと判定が困難である．近位側歯では歯冠幅

Table 1．Meaurement data of the teeth.
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より歯冠高が大きいが，遠位側歯では逆となり，幅広な歯

冠となる．

　標本⑦は小型で幅広である．遠位の五番目ないしは六番

目の側歯であると考えられるが咬頭尖を欠くために左右が

判定できなかった．標本⑧は大型で，かつ歯冠の傾きから

右側のものである．近位の第一もしくは第二側歯だと考え

られるが，第三前歯の可能性もある．標本⑨は小型で幅広

である．歯冠の傾きから右側のものである．歯冠形態など

から第五側歯に同定した．標本⑪は，大型で，かつ歯冠の

傾きから右側のものである．近位の第一もしくは第二側歯

だと考えられるが，第三前歯の可能性もある．

3－3 “Isurus” hastalisの分類
　“Isurus”hastalis，いわゆるハスタリス“アオザメ”は世
界各地の中・鮮新統から化石記録があるネズミザメ科の絶

滅種で（Cappetta，2012），日本でも群馬県を含む各地で，本
種の化石が見つかっている（後藤，1972；Kuga，1985など）．
ハスタリス“アオザメ” や現生のアオザメ属Isurusのよう
に近心縁と遠心縁に滑らかな切縁を持ち，副咬頭や歯冠に

鋸歯が無いネズミザメ類は，古くからIsurus属に分類され
る事が多かったが，その後の化石記録の増加と研究の進展

により，すでに様々な属が設立されている状況にある

（Cappetta，2012）．
　hastalis種については，Cappetta（2012）など一部の研究
者がGlikman（1964）で提唱されたCosmopolitodus属に分類
する一方で，従来どおりIsurus属に分類する研究者もいる．
近年では，現生ホホジロザメの系統関係を調べる過程で，

歯の様々な形態的特徴に基づいて“Isurus”hastalisと現生
ホホジロザメCarcharodon carchariasとの近縁性が論じられ
ている．さらに鋸歯の存在を除けば，その他の歯の形態が

“Isurus”hastalisとよく似たCarcharodon hubbelli が記載され
た事もあり（Ehret et al.，2012），Cosmopolitodusをホホジ
ロザメ属の亜属とする研究者もいる．

　このようにネズミザメ科の分類が混乱を生じている状況

において，Acosta Hospitaliche et al.（2013）は，Cione et al.
（2012）を引用して“Isurus”hastalisがその他の一部の種と
共にホホジロザメ属に移るのが可能な解決であると述べつ

つも，徹底的な研究が行われ，分類が整理されるまで，

hastalisを含む一部の種については，その属を“Isurus”と表
記するべきだと述べた．そこで本報告もこの見解に従い，

“Isurus”hastalisと表記することとした．
　また，hastalis種は種についても活発に議論されていて，
hastalis種の中でも歯に幅があるタイプをxiphodon種という
独立種とする見解（例えば，Purdy et al.，2001）と幅の違い
をhastalis種の変異の範疇と見なす見解（例えば，Bourdon，
2007）に分かれていて，こちらも研究者により考え方が異
なる．xiphodon種とhastalis種の2種は，同一論文（Agassiz，
1843）で公表されたものであるが，Ward and Bonavia（2001）

は，xiphodon種を無効名だとしているので，本報告では
Bourdon（2007）やWard and Bonavia（2001）に従い，hastalis
種を用いる．

4．考　　察

4－1 サメの最小個体数

　16本の歯化石の中に，2点（標本①，⑮；Fig.6a）の上顎
左中間歯が確認された．これらの大きさには差があり，標

本⑮の方が大きくて，体長390cmの現生ホホジロザメのオ
スの成体（上野・松島，1979）と同程度であるが，標本①
はそれよりも小型である．

　次に5本確認されている上顎前歯（標本④，⑤，⑥，⑫，
⑯；Fig.6b）を見てみると，左上顎前歯3本のうち，標本④
と標本⑫の2本はほぼ同じ大きさで，かつ歯冠の大きさや
形態の差異などから，本報告では同一個体の第一ならびに

第二前歯と見なした．一方，標本⑤，⑥，⑯の3本は先述の
2本より小型である．
　以上の点から，“Isurus”hastalisの歯の密集の形成は，少な
くとも大型と小型の2個体に由来しており，それらのサメ
類がGMNH-PV-159を捕食対象としたものと判断できる．

4－2 頭頂部に食い込んだ歯

　GMNH-PV-159とほぼ密着して産出した“Isurus”hastalis
の歯化石は16点あったが，それらのうち頭頂部にあった1
本（標本②）が頭骨へ食い込んでいた（Fig.4 - ②）．Ehret 
et al（2009）は，すでにGMNH-PV-159と同じピスコ層の前
期鮮新世の層準から産出したヒゲクジラ類の下顎骨片に，

ホホジロザメ属の一種Carcharodon sp.の歯の破片の食い込
みと鋸歯のすべり痕の存在することを報告し，現生ホホジ

ロザメの食性や生態との比較により，この化石がホホジロ

ザメの腐肉食に由来するもので，かつ被食－捕食の相互関

係に関する極めて珍しい直接的な化石証拠であるとした．

また，世界各地での類似事例の報告は，近年増加しつつあ

る（例：Aguilera and Rodrigues de Aguilera，2004；Noriega et 
al.，2007；Cicimurri and Knight，2009；Bianucci et al.，2010；
Kallal et al.，2012；Govender and Chinsamy，2013）．
　今回，GMNH-PV-159で確認されたのは，ピスコ層におけ
るサメ類の噛み跡，すなわち被食－捕食の相互関係に関す

る直接証拠の二番目の事例となる．しかしながら，餌動物

がほぼ完全な状態で化石化しているためにその分類学的位

置が明確であること，ならびにそこに捕食動物である“Isu-
rus”hastalisの歯の食い込みと歯の密集が確認されているこ
とにおいて，GMNH-PV-159の事例は前例よりも重要であ
り，両者の相互関係について，より多くの情報を引き出せ

ると推定されることから，その古生態学的意義は高いとい

える．

　一方，GMNH-PV-159にほぼ密着して産出した“Isurus”
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hastalisの歯化石16点の中には，咬頭尖を欠くものが6点存
在した．その破断面はあまり摩耗しておらず，咬頭尖を含

む歯冠先端部のエナメロイドの剥離あるいは破断の痕跡し

か観察されなかった．すなわち歯冠先端部が剥がれたり，

折れてからあまり時間を経ずに埋没し，化石化したものと

推定される．

　なお，GMNH-PV-159の骨には，上述した標本②の食い込
みの他にも，噛み跡と思しき骨表面のキズが存在している．

Fig. 6．Tooth duplication in concentrated teeth．A（①，lingual view）and B（⑮，lingual view）：Upper Left intermediate teeth；C
（④，labial view），D（⑤，lingual view），E（⑥，lingual view），F（⑨，labial view）and G（⑯，lingual view）：Upper Anterior teeth.
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こうした古生態ならびに古病理学的な事象については，改

めて報告する．
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