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栃木県の上部中新統よりヒゲクジラ類化石の産出
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要旨： 栃木県宇都宮市の鬼怒川河床よりヒゲクジラ類化石が産出した．本標本が産出したのは荒川層群大金層
上部～田野倉層下部相当層である．標本は頭蓋（分離した耳周骨・鼓室胞を含む），前肢骨，肋骨，椎骨などか

らなり，ほぼ全身が保存されている．本標本の耳周骨ではいくつかのナガスクジラ上科に類似した形態が見ら

れる．すなわち前突起は前端がとがった三角形状をなす，前突起は背腹方向に圧縮される，後突起は細長い．

また破損のため不明瞭だが，頭蓋では側頭稜が発達している．ただし現生ナガスクジラ上科では耳周骨におい

て岬角溝は発達しないが，本標本では痕跡的な岬角溝が見られる．またこれまでナガスクジラ上科に特徴的な

形質として蝸牛が背内方に伸長するという形質が指摘されてきたが，本標本では蝸牛の前部のみが背内方に伸

長すると共に耳周骨体の腹側部が背内方に発達する．このような本標本に見られる蝸牛の形態は上記のナガス

クジラ上科の形態とは異なる．本標本では頭蓋の保存は非常に悪く不完全で系統的な位置付けについて十分な

議論を行うことができないため，ここでは本標本をタラッソテリウム上科の未定種として記載し，イサナセタ

スグループあるいはナガスクジラ上科（epifamily Balaenopteroidea）であることを指摘するにとどめる．
キーワード： ヒゲクジラ類，タラッソテリウム上科，後期中新世，荒川層群大金層～田野倉層相当層，栃木県，鬼怒川

A fossil mysticete skeleton from the Upper Miocene of Tochigi Prefecture, Japan
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Abstract： We describe a fossil mysticete skeleton from the Upper Miocene of Utsunomiya, Tochigi Prefecture, Japan．
The specimen, which was briefly mentioned in Kashiwamura et al.（2013a,b）, was recovered from diatomaceous siltstone 
representing either the upper part of the Ohgane Formation or the lower part of the Tanokura Formation（corresponding to 
planktonic foraminiferal zone N16）, and consists of nearly the whole skeleton, including the cranium, isolated tympanic 
bullae and periotics, forelimb bones, ribs, and vertebrae．The periotic displays balaenopteroid-like characters, such as a 
triangular and transversally compressed anterior process with a pointed apex, and a posterior process of the periotic not 
bulbous．Although the cranium is poorly preserved, it appears that the nuchal crests are well developed and cover the 
lateral walls of the cranium in dorsal view．However, unlike living balaenopteroids, the periotic of the present specimen 
retains a rudimentary promontorial groove．In addition, the pars cochlearis of the periotic is not transversely elongated as 
in most other balaenopteroids（but not in "B." ryani）, with only its anterior part, as well as ventral portion of the body of 
the periotic, showing some development in a cranial direction．It is possible, that this morphology represent the primitive 
state for the group as a whole．Given the poor state of preservation of the cranium we refrain from diagnosing a genus or 
species, and instead refer the present specimen to Thalassotherii family, genus and species undetermined and suggest an 
affinity to Isanacetus group（=thalassotherian stem group）and the Balaenopteroidea.
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はじめに

　今回報告する標本は2012年2月に宇都宮市在住の中村全
宏氏によって宇都宮市下岡本町の鬼怒川河床より発見され

た．その後本標本は栃木県立博物館が中心となって2012年
2～3月に調査及び発掘作業が進められ，剖出作業は栃木県
立博物館及び群馬県立自然史博物館において行われた．

　栃木県宇都宮市東部を流れる鬼怒川には中新統が断続的

に露出している（林ほか, 2008）．クジラ類化石が発見され
た地域には荒川層群大金層上部から田野倉層下部に相当す

る地層が分布している（柏村ほか，2013a）．この地域はこ
れまで貝類や魚類などの化石産地として知られてきた（松

居, 1997など）．栃木県産のクジラ類化石としては「オオガ
ネクジラ」の通称で知られるヒゲクジラ類化石が1978～
1979年にかけて那須烏山市大里より産出しているが，これ
までのところ正式な記載・報告はない（柏村ほか，2013a）．
昭和20年代にも那須烏山市においてクジラ類化石が産出し
たことについて那須烏山市の広報誌において記述があるが

（那須烏山市総合政策課秘書広報係, 2013），当該化石は一
部（椎骨1点）を除き回収されておらず，産出に関連した具
体的な記録もないため詳細は不明である．またクジラ類と

思われる椎骨や肋骨など断片的な部位のみからなる化石の

産出はいくらか知られているが，これらについても報告は

されていない．本標本は栃木県産で初めて記載されたクジ

ラ類化石の報告となる．

　本論文では宇都宮市下岡本町の鬼怒川河床より2012年に
発見された本標本の記載を行うとともに系統的な位置付け

について議論を行う．なお今回報告する標本は柏村ほか

（2013b）でヒゲクジラ類化石として口頭発表された標本で
ある．また本標本の産出地点付近の地質や本標本の産出層

及び年代，産状，随伴化石等については柏村ほか（2013a）が
報告・議論を行っている．

　なお本論文における用語はMead and Fordyce（2009），
Oishi and Hasegawa（1994），日本獣医解剖学会編（2000），解

剖学用語委員会編（2007）を参考とした．また本標本では
耳周骨及び鼓室胞は頭蓋より分離しており，さらに頭蓋は

破損が著しいために頭蓋における耳周骨・鼓室胞の本来の

方向を推定することはできない．そのためここでは現生ナ

ガスクジラ類の頭蓋における耳周骨・鼓室胞の方向を参考

にして記述する．

標本の記載

Order CETACEA Brisson, 1762
Suborder MYSTICETI Flower, 1864

Superfamily THALASSOTHERII Bisconti et al., 2013
Family, genus and species undetermined

標本：頭蓋（cranium）（左右の鼓室胞（tympanic bullae）及び
耳周骨（periotics）を含む），下顎骨（mandible），肩甲骨
（scapulae），上腕骨（humeri），橈骨（radii），尺骨（ulnae），中手
骨及び指骨（metacarpal and phalangeal bones），頸椎（cervical 
vertebrae），胸椎（thoracic vertebrae），腰椎（lumber vertebrae），
尾椎（caudal vertebrae），肋骨（ribs）．栃木県立博物館蔵（To-
chigi Prefectural Museum），TPM-7844．
産出地：栃木県宇都宮市下岡本町（北緯36度35分48秒，東
経139度58分2秒：柏村ほか, 2013a）．
産出層及び年代：荒川層群大金層上部～田野倉層下部相当

層，後期中新世（柏村ほか, 2013a）．
発見者：中村全宏．

発見年月：2012年2月．

　本標本は頭蓋から後部尾椎までほぼまとまった状態で発

見された（図1）．各骨の相対的な位置関係はおおむね生体
時と一致している．仮に左右の前肢を構成する骨の産状に

基づいて推定すると，本標本は仰臥位で地層中に埋没した

と推定される．しかし例えば椎骨では一部で欠損や前後関

係の乱れがみられるなど（後述），埋没までの過程である程
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図1．宇都宮市産ヒゲクジラ類化石（TPM-7844）．産状図．各骨に付してある略号は図9，10及び表1の記号に対応する．略号：C1～7，頸
椎；Ca1～13，尾椎；h，上腕骨；La～i，腰椎；md，下顎骨；p，中手骨あるいは指骨；pe，耳周骨；pp，耳周骨後突起；r，肋骨；ra，橈骨；sc，肩甲
骨；sk，頭蓋；Ta～k，胸椎；tyb，鼓室胞；ul，尺骨．なお左右の判別が可能な部位については略号の後ろの括弧内に右（R），左（L）で示した．
椎骨については数字あるいはアルファベットで相対的な前後関係を示した．なお第五頸椎は産出地点が不明であるため図中に示され
ていない．また部位不明の骨断片は図示していない．スケールは1m．
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度の骨の移動があったと考えられる．なお本標本の産状に

ついては柏村ほか（2013a）がすでに議論している ．
　本標本では頸椎から後位の尾椎まで保存されているが，

胸椎から腰椎では骨端が分離している椎骨が多くみられる

ものの尾椎では骨端の分離は1点を除いて見られない．こ
のことから本標本は比較的若い個体であると推定される．

頭蓋－頭蓋は顔面頭蓋の一部（断片的な吻部）（図2）及び
脳頭蓋の一部（図3）が保存されているが，破損が著しく保
存状態は悪い．そのため詳細な観察を行うことは困難であ

る．図2に示す吻部断片と図3の脳頭蓋部分はおよそ60cm
離れて産出した．ただし，吻部断片に対して脳頭蓋部分は

上後頭骨前端が反対方向（椎骨の配列より推定される尾方）

を向くとともに頭蓋背面を下にした状態で産出した．また

吻部由来の骨断片は図2以外にも周囲に散在している．こ
れらのことから死後埋没までの間に吻部が頭蓋より分離し

て相対的な移動があったと考えられる．そのため産状から

頭蓋の大きさを推定することはできない．

　吻部断片（図2）では上顎骨及び鋤骨が確認されるが，破損
により詳細は不明瞭である．これらは母岩より分離されて

いない．保存される鋤骨の全長は753cmである．脳頭蓋部
分は保存状態が悪いが，前頭骨（frontal），頭頂骨（parietal），
鱗状骨（squamosal）及び後頭骨（occipital）の一部を確認
することができる（図3）．左右の鱗状骨の後関節突起（post-
glenoid process）間の距離は732±mmである．
　前頭骨は腹面観で破損のため露出しており，前頭稜

（crista frontalis）を確認することができる．また頭蓋の左
側に骨断片が付着しており，頭蓋の構成骨の相対的な位置

関係を考慮するとこの骨断片は前頭骨の眼窩上突起（su-
praorbital process）の一部が破損・分離し，小移動した可能
性も考えられるが保存状態が悪いため判断できない．頭頂

骨は側面に広く露出し，後方で鱗状骨と接する．鱗状骨は

左右共に保存されるが保存状態は悪く，頬骨突起（zygo-
matic process）は欠損する．破損により不明瞭ではあるが，
鱗状骨は外側に比較的強く伸びて鱗状骨窩（squamosal 
fossa）は内外方向に幅広いと推定される．後関節突起は左
右ともに一部が保存されており，後腹方に伸びる．

　上後頭骨（supraoccipital）の外形は背面観で概ね三角形

状を呈して前端付近は丸みを帯びている．ただし上後頭骨

の前端付近は破損がみられることから本来の形態は不明で

ある．上後頭骨と頭頂骨で形成される側頭稜（temporal 
crest, Bisconti, 2007a,b,2010b；lambdoidal crest, Demere et al., 
2005）は顕著に発達して頭頂骨の背側部は反り返り，背面
観で上後頭骨は側頭窩を覆うように張り出していた可能性

も考えられるが，頭蓋の破損が著しいため十分に検討でき

ない．左右共に外後頭骨（exoccipital）の一部を確認するこ
とができる．

耳周骨－耳周骨は左右共に保存されるが，いずれも後突起

（posterior process）は分離して発見された（図4）．左耳周
骨では蝸牛（pars cochlearis）に破損が見られるが，右耳周
骨は良好に保存されている．

　前突起（anterior process）は長く（前突起前後長：左, 65mm；
右, 64±mm），蝸牛前後長（左, 35mm；右, 35mm）のおよそ2倍
近い．前突起は顕著に背腹方向に圧縮されており，前突起

の背面はほぼ平坦である．前突起前端は突出しており，腹

面観で前突起の外形は三角形状を呈している．前突起は顕

著な背腹方向の圧縮のため板状である．同様に耳周骨体

（body of the periotic）も背腹方向への圧縮が顕著であり，
前突起および耳周骨体から成る部分は，例えばIsanacetus
属やDiorocetus属など典型的なイサナセタスグループ
（Kimura and Ozawa, 2002）で一般的に見られるような厚み
があり背面（あるいは外面）が強く凸面をなす形態とは顕

著に異なる．ツチ骨窩（mallear fossa）は明瞭に発達するが，
キヌタ骨窩（fossa incudis）は発達しない．
　蝸牛は外面観で前後に長く，蝸牛の腹方へのふくらみは

あまり発達しない．蝸牛の前部は背内方に伸長する．その

ため蝸牛前後長に対して蝸牛の内外方向の伸長がみられる

（図4, 5）．ただし後述の様にナガスクジラ類で顕著に発達
する蝸牛の伸長と本標本で見られる形質状態とは異なる．

蝸牛の前腹部には痕跡的な，ごく浅く不明瞭な溝状の構造

があり，岬角溝（median promontorial groove）と考えられる
（図4B, 5A）．ただしこの構造は左耳周骨では破損のため
確認出来ない．茎乳突窩（stylomastoid fossa）は大きく蝸牛
の後面に発達し，後突起の基部に達する．前面観で蝸牛は

二叉にわかれ，その間に大錐体神経管裂孔（hiatus Fallopii）
が位置する．

　上道窩（suprameatal fossa）は前述のような背腹方向の耳
周骨体の圧縮及び蝸牛の背内方への伸長に伴って狭く，典

型的なイサナセタスグループで一般的に見られるようなほ

ぼ平坦な面が内耳道（internal acoustic meatus sensu Mead 
and Fordyce 2009，ただし顔面神経管内口［endocranial open-
ing of facial canal］を含まない）より内方へつづく形態とは
異なる．内耳道と顔面神経管内口の間には比較的厚い横稜

（transverse crest of the internal acoustic meatus）が発達する
が，Plesiobalaenoptera属, Diunatans属に比較すると内耳道と

図2．宇都宮市産ヒゲクジラ類化石（TPM-7844）．吻部断片．ス
ケールは10cm．
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図3．宇都宮市産ヒゲクジラ類化石（TPM-7844）．頭蓋（脳頭蓋の一部）．A, 背面観；B, 腹面観；C, 前腹外面観．斜線部は頭蓋に付着する
部位不明の骨断片を示す．破線部は推定．スケールは10cm．
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顔面神経管内口は近接しており顔面神経管口と内耳道の間

の溝（groove for facial nerve, Bisconti, 2010a；endocranial sul-
cus, Bosselaers and Post, 2010）は発達しない．本標本では前
述の様に蝸牛前部が背内方へ伸長するとともに，耳周骨体

腹側部が背内方へ発達することに伴い顔面神経管内口は背

側壁部分が伸長して腹側面が開口した半チューブ状を呈す

る（図4B, 5A）．内耳道の後方には内外方向に長い凹みが発
達する．前庭水管外口（aperture for the vestibular aqueduct），
蝸牛小管外口（aperture for the cochlear aqueduct）は内耳道
の後方に位置し，両者はほぼ同じ大きさで開口する．耳周

骨の後突起は細長く，末端は太くならない．

鼓室胞－左右の鼓室胞が保存されており，右鼓室胞は破

損・欠損が多くみられるが，左鼓室胞は前端付近で破損が
図5．宇都宮市産ヒゲクジラ類化石（TPM-7844）．右耳周骨．A，腹
面観；B，後面観．スケールは5cm．

図4．宇都宮市産ヒゲクジラ類化石（TPM-7844）．耳周骨．A～G，右耳周骨；H～L，左耳周骨．A, H，外面観；B, I，腹面観；C, 
J，内面観；D, K，背面観；F，後面観；G，前面観．スケールは5cm．斜線部は耳周骨に付着する部位不明の骨断片を示す．



木村敏之・長谷川善和・柏村勇二92

みられるとともに，S状突起（sigmoid process）付近を一部
欠損するものの保存は良好である（図6）．鼓室胞の保存前
後長は左右共に90mmである．腹外面観で鼓室胞の外形は
丸みを帯びている．腹内面観では鼓室胞の前縁及び後縁部

分はほぼ直線的である．ただし前縁部分については破損が

見られるため，本来の形態はやや不明瞭である．

　鼓室胞の前外側拡張（anterolateral expansion：Bisconti, 
2010a；Bisconti et al., 2013）は発達しないが，前外側部は
わずかに丸みを帯びており，そのため腹内面観で鼓室胞の

外形は前端付近が後部に対して急に狭くなるのではなく，

台形に近い形状を呈する．破損のため不明瞭だが，外側溝

（lateral furrow）は浅く，S状突起は鼓室胞のほぼ中位に位
置していたと推定される．円錐突起（conical process）は三
角形状で大きい．

　主稜（main ridge）は鼓室胞の後端から前端まで発達する．
鼓室胞の後端付近で主稜はごくわずかに後方に突出する

が，例えばBalaenoptera属でみられるような顕著な主稜の
発達に比較すると本標本の主稜の発達はきわめて弱い．総

苞稜（involucral ridge）は後部でやや発達するが不明瞭であ
る．背側後突出（dorsal posterior prominence）は発達し，背
側後突出と主稜との間には鼓室胞の後端付近で内外方向の

低い稜が発達する．後面観では主稜と背側後突出の間はわ

ずかに凹むもののほぼ平坦で，中央溝（median furrow）は
発達しない．背内面観で総苞（involucrum）は前方に向かっ
て高さを減じ，耳管鼓室口（Eustachian outlet）は広い．

下顎骨－下顎体（body of mandible）の背側あるいは腹側の
一部のみが保存され，下顎管（mandibular canal）の断面が
露出すると考えられるが，標本の保存状態が悪く十分な観

察はできない（図7）．保存前後長は408mmである．

前肢骨－左右共に肩甲骨，上腕骨，橈骨，尺骨が保存され

ている（図8）．前述のように各骨は生体時の相対的な位置
関係を概ね保った状態で発見された．また複数の中手骨あ

るいは指骨も同様に橈骨，尺骨の周辺で発見された（右2
点，左5点）．中手骨あるいは指骨ついては個々の骨のみか
ら部位の判定は困難であるが，上記の様な産状から死後の

移動は少ないと判断してそれぞれの左右の判断を行った．

またこれら以外に吻部断片よりおよそ1.5ｍ離れた位置で
指骨が単独で1点発見された．ただしこの骨の周囲には本
標本由来の骨断片などが全く分布しておらず，本標本とは

別個体由来の可能性も否定できない．

　左肩甲骨は関節窩及び烏口突起周辺の一部が保存される

のみであるが，右肩甲骨は前縁及び背縁付近を欠損するも

図6．宇都宮市産ヒゲクジラ類化石（TPM-7844）．鼓室胞．A～E，左鼓室胞；F～J，右鼓室胞．A, F，腹外面観；B, G，腹内面観；C, 
H，背内面観；D, I，背外面観；E, J，後面観．スケールは5cm．

図7．宇都宮市産ヒゲクジラ類化石（TPM-7844）．下顎骨．スケー
ルは10cm．
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のの比較的保存良好である．関節窩の凹みは比較的深く，

右肩甲骨の関節窩の前後長は130.8mmである．肩甲骨の烏
口突起は棒状で細長く，関節窩の前縁より前内方に伸び

る．肩峰は基部のみが保存されるに過ぎないが，幅広い．

肩甲骨の後縁は直線的である．右肩甲骨の関節窩から後縁

までの距離は373.4mmである．
　上腕骨は大きくて太い．上腕骨の保存全長は324.3mm
（右），319.6+mm（左）で，橈骨長に対する上腕骨長はおよ
そ70％である．上腕骨頭（head of humerus）は半球状で大
きく，上腕骨の近心部の前後幅のおよそ3／4をしめる．ま
た大結節（greater tuberosity）は強く発達する．そのため上

腕骨の前後幅は近心部が遠心部に比較して幅広い．上腕骨

の近心端の前後幅は163.8+mm（右），186.6mm（左）であ
るのに対して，遠心端の前後幅は130.5mm（右），123.4+mm
（左）である．外面観で上腕骨の前縁は直線的である．後

縁も同様に直線的で，遠心に向かって上腕骨の前後幅は狭

くなるが，尺骨関節面の背側で一転して遠心に向かって前

後幅が広くなる．橈骨関節面は尺骨関節面よりも大きく，

両者は明瞭に分けられる．

　橈骨は比較的長く，前後幅は狭い．橈骨の近心側の関節

面は平坦で橈骨の長軸に対して傾く．橈骨の前後幅は全長

を通じで大きな変化は見られない．これに対して尺骨の前

図8．宇都宮市産ヒゲクジラ類化石（TPM-7844）．前肢骨．外面観．A，右；B，左．A1,B1，肩甲骨．A2, B2，上腕骨；A3, B3，尺骨；A4, B4，橈
骨．左橈骨及び尺骨には化学合成二枚貝類が複数密着して産出しており，これについては柏村ほか（2013a）にて議論されている．
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後幅の変化は大きい．尺骨の最狭窄部は尺骨体の遠心およ

そ1／3に位置し，その遠心では遠心端にむけて急に幅広く
なる．そのため外面観では，橈骨及び尺骨前縁の湾曲に比

べて，尺骨後縁の湾曲は強い．遠心端の前後幅は尺骨と橈

骨でほぼ同じであり，橈骨が91.9mm（左），尺骨が92.5mm
（右）である（それぞれ破損の影響が少ない側の計測値で

比較）．肘頭（olecranon）は大きく，肘頭の後縁は直線的であ
る．橈骨長は452.9mm（左），440.4+mm（右），肘頭を含まな
い尺骨長は402.4mm（左），396.8mm（右）である．

椎骨－椎骨は頸椎から後位の尾椎まで概ね生体時の相対的

な前後関係を保持して連続して産出したが（図1, 9, 10），全
体的に保存状態が悪く大半は椎体のみからなる．胸椎の一

部及び後位の腰椎から尾椎では椎骨は互いに近接して配列

して産出し，一部の例外を除けば前後関係にも乱れは見ら

れないと考えられる．しかしながら頸椎から前位の胸椎及

び後位の胸椎から腰椎にかけては椎骨の産状は大きく乱れ

ていることに加え，保存される椎骨の形態比較からも椎骨

の欠損が推定される．椎骨部位の判断は連続的に産出して

いる椎骨については産状をもとに前後関係などの判断を仮

に行い，その判断を椎骨形態に基づいて再検討して最終的

に部位判断を行った．しかしながら上述のように一部では

産状が大きく乱れており，産状を基に検討することはでき

ない．さらに椎骨自体の保存状態が悪いため，椎骨形態に

基づいた検討も十分に行うことができない．したがって本

論文では一部の椎骨についての部位や相対的な前後関係の

判断は暫定的なものにならざるを得ない．また胸椎・腰椎

では欠損や部位判断の困難さから当該椎骨が何番目である

のか判断が困難であるため，図1, 9, 10及び表1ではアル
ファベットを付記して相対的な前後関係を示した．また尾

椎では第7尾椎以降で一部の椎骨の欠損の可能性も考えら
れるが，ここでは保存されていた尾椎の前後関係に基づき

暫定的に連続した数字を付して前後関係を示す．

　頸椎では頸椎間の癒合は見られない．環椎は右横突起を

欠損するものの保存良好である（図9のC1）．前関節窩は強
くくぼむ．前関節窩の外形は丸みを帯びた三日月型で，最

大幅の位置はほぼ中位に位置する．神経孔は大きい．横突

起は椎体の上半部より側方へ突出する．軸椎は椎体のおお

むね右半部が保存されている（図9のC2）．歯突起は低い．
胸椎は11点，腰椎は9点，尾椎は13点が保存されている．前
位の胸椎（図9のTb～Tf）及び後位の腰椎から尾椎（図10
のLh～Ca7）はほぼ連続して産出しており，連続した一連の
椎骨であると考えられる．しかしそれ以外の部位について

は椎骨の形態などから一部の椎骨の欠損の可能性が考えら

れる．椎骨の計測値を表1に示す．

図9．宇都宮市産ヒゲクジラ類化石（TPM-7844）．頸椎（C1～7）および胸椎（Ta～k）．前面観．それぞれの記号は図1及び表1に対応す
る．頸椎に付されている数字は頸椎の部位を示す．また胸椎では欠損のため何番目の胸椎であるのか判断できないためアルファベッ
トにより相対的な前後関係を示す．また破損が著しいため前後の判断が困難な椎骨も含まれている．スケールは10cm．
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図10．宇都宮市産ヒゲクジラ類化石（TPM-7844）．腰椎（La～i）及び尾椎（Ca1～13）．前面観（ただしLd, Lg, Lhは後面観）．それぞれの
記号は図1及び表1に対応する．尾椎に付されている数字は尾椎の部位を示す．また腰椎では欠損のため何番目の腰椎であるのか判断
できないためアルファベットにより相対的な前後関係を示す．また破損が著しいため前後の判断が困難な椎骨も含まれている．斜線
部は母岩あるいは椎骨に付着した骨断片を示す．スケールは10cm．
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議　　論

　本標本では耳周骨・鼓室胞が良好に保存されていること

から主にこれらの比較に基づいて本標本の系統的な位置付

けについて議論を行い，他の部位から得られる情報につい

ても補足的に言及する．

　本標本の鼓室胞はEomysticetus属やMammalodon属などで
見られる様に後端が2裂に分かれていない．また腹外面観
で鼓室胞の外形は丸みを帯びており，鼓室胞の背腹方向の

圧縮も見られない．さらに腹内面観では鼓室胞の背腹方向

の幅は後端付近の幅に対して前端付近の幅が顕著に狭くな

らず，前端付近は角張った外形である．また中央溝は発達

しない．このような特徴の組み合わせから本標本はナガス

クジラ上科（epifamily Balaenopteroidea sensu Bisconti et al., 
2013）及びイサナセタスグループ以外のヒゲクジラ類とは
区別される．

　イサナセタスグループは広義のケトテリウム科とされる

ヒゲクジラ類から狭義のケトテリウム科を除いたヒゲクジ

ラ類を示すため，Kimura and Ozawa（2002）により便宜的に
用いられた名称である．Bisconti et al.（2013）ではこれを
thalassotherian stem group（またはbasal thalassotherians，Tha-
lassotherii sedis mutabilis）と呼称している．イサナセタスグ
ループはナガスクジラ類・コククジラ類の祖先の系統を含

むと考えられており，共有派生形質にもとづいて定義され

ていない側系統群である（Kimura and Hasegawa, 2010；Bis-
conti et al., 2013など）．そのため現時点ではナガスクジラ
上科またはイサナセタスグループの可能性がある標本の上

科（あるいは科）レベルの系統的位置付けを議論する上で

は論理上ナガスクジラ上科（あるいはナガスクジラ科・コ

ククジラ科）の共有派生形質の有無について議論をおこな

う以外に方法はない．

　近年では形態形質を用いてヒゲクジラ類の系統につい

て，特にナガスクジラ科やナガスクジラ上科を中心として

議論を行った研究が多くなされている（Demere et al., 2005；
Bisconti 2007a,b, 2010a,b, 2012；Bisconti et al., 2013；Bosse-
laers and Post, 2010）．これら既報の研究では耳周骨及び鼓
室胞にみられるナガスクジラ上科の共有派生形質あるいは

特徴的な形質として次の形質が指摘されている：①耳周骨

の前突起は前端がとがった三角形状をなす，②耳周骨の前

突起は背腹方向に圧縮される，③蝸牛が伸長する，④岬角

溝は発達しない，⑤耳周骨の後突起は細長い，⑥顔面神経

管内口は円形である，⑦鼓室胞で主稜が発達する，⑧耳管

鼓室口が狭い，⑨鼓室胞の前外側拡張が発達する．次にこ

れらの形質に基づいて本標本とナガスクジラ上科との比較

を行う．また上記の既報論文以外の研究における議論につ

いても適宜触れる．

　本標本では耳周骨の前突起は腹面観で前端がとがった三

角形状を呈する（上記形質①）．Demere et al.（2005），Bis-
conti（2010a,b）ではこのような形態がナガスクジラ科に共
通する形質であることを指摘している．またBosselaers and 
Post（2010）では三角形状であることに加えて前突起の背腹
方向の圧縮が見られる点も指摘しているが（上記形質②），

本標本でも前突起は背腹方向に圧縮されている．

　これまでナガスクジラ上科の共有派生形質として蝸牛の

伸長が指摘されてきた（上記形質③：Geisler and Luo, 1996；
Demere et al., 2005；Bisconti, 2010a；Marx, 2011など）．また
この形質は蝸牛の伸長に伴って内耳道（sensu Mead and 
Fordyce, 2009）はチューブ状となることも含んでいる．し
かしながら本標本では同様の形質はみられない．すなわち

本標本では蝸牛前部のみが背内方へ伸長するとともに耳周

骨体腹側部の背内方への発達がみられる（図4, 5）．そのた
め本標本の内耳道あるいは顔面神経管内口はナガスクジラ

表1．栃木県宇都宮市産ヒゲクジラ類化石（TPM-7844）．椎骨計測値（単位はmm）．
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上科でみられるようなチューブ状ではなく，顔面神経管内

口の背部のみが深い縁を持つに過ぎない．一方，例えばイ

ササナセタスグループのヒゲクジラ類であるIsanacetus属
やParietobalaena属などでは，本標本に見られる様な耳周骨
体腹側部の背内方への発達や蝸牛前部の背内方への伸長は

見られず，本標本とは明瞭に異なる．イサナセタスグルー

プはナガスクジラ上科の祖先の系統を含む点（Kimura and 
Hasegawa, 2010；Bisconti et al., 2013など）及びナガスクジ
ラ上科でみられる蝸牛の形態は派生的な形質であること

（Geisler and Luo, 1996）をふまえると，本標本でみられる
形態はナガスクジラ上科で見られる様な派生的な形質へ至

る中間的な形質状態である可能性も考えられる．ただし蝸

牛の伸長はセミクジラEubalaena glacialisやコセミクジラ
Caperea marginataでもみられ（Bisconti, 2010a；Marx, 2011；
Fordyce and Marx, 2012），特にコセミクジラでは蝸牛前部
のみが伸長する耳周骨を持つ（Fordyce and Marx, 2012:S6, 
fig.S5）．なおMarx（2011）では蝸牛の伸長をナガスクジラ
上科とコセミクジラからなる単系統群の共有派生形質であ

るとしている．コセミクジラの系統的な位置付けについて

は本論文の範囲を超えるため議論を行わないが，いずれに

しても本標本では蝸牛のみではなく耳周骨体の発達も見ら

れる点でコセミクジラとは異なる．

　ところで北米（カリフォルニア州）の上部中新統より産

出し，Hanna and McLellan（1924）によりBalaenoptera ryani
として記載された標本では蝸牛の伸長はみられない（Felix 
G．Marx, 2014年1月4日 pers．comm.）．なおこの標本は頭頂
部より急角度で傾斜する前頭骨の眼窩上突起などのナガス

クジラ科に特徴的と考えられる形質を獲得しているいる一

方で，上後頭骨がとがった三角形状を呈するなどの祖先的

と考えられる特徴を併せ持つことからDemere et al.（2005）
はナガスクジラ属には含まれない原始的な属であることを

示唆し，"B." ryaniとしている．
　また上述のように本標本では耳周骨体腹側部の発達が見

られるが，耳周骨体の発達は北米（ヴァージニア州）の中

部中新統より産出したEobalaenoptera harrisoniでもみられ
る（Demere et al., 2005:121）．ただしE．harrisoniと本標本を
比較すると，本標本では耳周骨体の腹側部（上道窩の腹方）

が伸長するのに対して，E．harrisoniでは耳周骨体の背側部
（上道窩の背方）が伸長するという違いがあり，両者が相

同な形質であるかどうかについては議論の余地が残され

る．さらに耳周骨体の発達程度もE．harrisoniは本標本に比
べてかなり顕著である．なおE．harrisoniはDooley et al.（2004）
によって?Balaenopteridaeとして記載され原始的なナガスク
ジラ上科であることが議論されているが，Demere et al.
（2005）はDooley et al.（2004）が系統的な位置付けの議論
に用いた形質についての問題点を指摘し，E．harrisoniを所
属科不明のヒゲクジラ類としている．このように本標本に

みられる蝸牛の形質に基づいた議論は慎重な検討が必要で

あろう．

　Bisconti（2010a）では現生ナガスクジラ科及びエオミス
ティケタス科において岬角溝が発達しないことを指摘して

いる（上記形質④）．同様にGeisler and Luo（1996）でも現
生ナガスクジラ上科以外のヒゲクジラ類では岬角溝が発達

することを指摘している．さらにDooley et al.（2004）では
この形質を彼らの標本（E．harrisoni）がナガスクジラ上科
であると判断する根拠のひとつとしている．ただし多くの

ヒゲクジラ類にみられる岬角溝の獲得は派生形質であると

考えられ，現生ナガスクジラ上科では二次的に岬角溝を欠

くという形質を獲得したと考えられる（Geisler and Luo, 
1996）．またナガスクジラ上科のなかでもオランダの下部
鮮新統産のDiunatans luctoretemergoやイタリアの上部中新
統産であるPlesiobalaenoptera quarantelliiでは岬角溝が発達
しており，岬角溝を欠くという形質はナガスクジラ上科の

中でも一部のみにみられる形質である．本標本では岬角溝

と考えられる痕跡的なごく浅い不明瞭な溝状の構造が見ら

れるが，これはDiunatans属やPlesiobalaena属の岬角溝に比
較すると非常に浅く不明瞭である．Geisler and Luo（1996）
ではナガスクジラ類における岬角溝が発達しないという形

質は蝸牛の伸長に関連する可能性を示唆している．前述の

ように本標本でみられる蝸牛の形態はナガスクジラ上科で

見られる様な派生的な形質へ至る中間的な形質状態である

可能性が考えられるが，岬角溝の形態もこのことと調和的

である．ただしDiunatans属やPlesiobalaena属では顕著な岬
角溝がみられるにもかかわらず，本標本に比較して蝸牛の

伸長が発達しており，議論の余地が残される．

　次にBisconti（2010a, 2012）では耳周骨の後突起が狭義の
ケトテリウム科やParietobalaena属などのイサナセタスグ
ループで見られる様な太い形態とは異なり，ナガスクジラ

上科では細長い後突起を持つことを指摘している（上記形

質⑤）．本標本でも耳周骨の後突起は細長い形態を持つ．

またDemere et al（2005）ではナガスクジラ類にみられる形
質として顔面神経管内口の外形が円形であることを指摘し

ている（上記形質⑥）．ただしこれはナガスクジラ類のみに

特徴的な形質ではなく多くのクジラ類にみられる形質であ

り，Herpetocetus属などでみられる前方への裂孔（anterior 
fissure）の発達した形態と区別する意図で指摘されたと考
えられる．同様にGeisler and Luo（1996）でも顔面神経管
内口の形態について議論されている．本標本では顔面神経

管内口の外形は円形である．

　Bisconti（2010b），Bosselaers and Post（2010）ではナガス
クジラ科の共有派生形質として鼓室胞で主稜がキール状に

発達することを指摘している（上記形質⑦）．またBisconti
（2010a）では彼らの標本（P．quarantellii）と現生ナガスク
ジラ科と共通する形質として主稜が発達し，そのため腹内

面観で鼓室胞の後端は突出することに言及している．ただ

しザトウクジラMegaptera novaeangliaeではナガスクジラ
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属のような主稜の顕著な発達は見られない一方で背側後突

出は発達しており，上記の形質には当てはまらない．本標

本でも主稜の発達はみられるが，その発達程度は弱い．さ

らに本標本では背側後突出が発達しており，腹内面観で鼓

室胞の後端はBisconti（2010a）が指摘したような主稜が突
出する形態とは異なる．ところで背側後突出の発達は

Mammalodon属など初期のヒゲクジラ類や狭義のケトテリ
ウム科などでも獲得されており，ヒゲクジラ類において祖

先的な形質であると判断される．またBalaenoptera属の様
な強い主稜の発達が見られないという形質もヒゲクジラ類

において祖先的な形質であると判断される．そのため本標

本の主稜及び背側後突出の形態がザトウクジラに類似して

いたとしても，これを根拠に本標本がザトウクジラに近縁

であるという議論は不適当である．

　Bisconti（2010a）では鼓室胞の背内面観で総苞が前方にむ
かって高さを減ずることなく前部でも高く，そのため耳管

鼓室口が狭いという形質（上記形質⑧）が現生ナガスクジ

ラ科，"Balaenoptera" borealina, P．quarantelliiで共通して見
られる形質であることを指摘し，この形質をP．quarantellii
がナガスクジラ科に分類される根拠の一つとした．ただし

この形質はBisconti（2010a）が指摘している以外のナガス
クジラ科，例えばDiunatans属や佐藤ほか（2010a）で記載
された上部中新統塩坪層産のナガスクジラ類でも耳管鼓室

口は広いことから，ナガスクジラ科の共有派生形質ではな

く，その一部で獲得された派生形質であると判断される．

本標本でも耳管鼓室口は広い．

　Bisconti（2010a）では鼓室胞で前外側拡張が発達するとい
う形質（上記形質⑨）をP．quarantelliiがナガスクジラ科で
あると判断する根拠として指摘している．ただしBisconti
（2010a）ではこの形質がイサナセタスグループのPelocetus
属などナガスクジラ科以外のヒゲクジラ類でもみられるこ

とにも言及している．本標本では鼓室胞の前外側部は丸み

を帯びてわずかにふくらむが，前外側拡張は発達していな

いと判断される．Bisconti et al.（2013）では系統解析におい
て前外側拡張に関連して3つの形質を用いているが（Bis-
conti et al., 2013の形質番号167～169），これにしたがうと本
標本では前外側拡張を獲得せず（167番が0），これに伴い
168番と169番の形質はコードされない（-）．このような形質
状態はBisconti et al.（2013）によるとムカシクジラ亜目，
狭義のケトテリウム科，イサナセタスグループのParieto-
balaena属でみられ，本標本はヒゲクジラ類において祖先的
な形質を保持していると考えられる．

　このように①～⑥の耳周骨に見られる形質は③と④を除

き，いずれも本標本ではナガスクジラ上科と同様の形質が

見られる．その一方で⑦～⑨の鼓室胞に見られる形質につ

いては，いずれも現生ナガスクジラ上科とは異なる形質を

持つ．ただし現生ナガスクジラ上科で獲得されている⑦，

⑧の各形質の形質状態は，上述の様にいずれもナガスクジ

ラ上科の中の一部で獲得された派生形質と判断されること

から，同様の形質を獲得していないことに基づいて本標本

がナガスクジラ上科ではないという判断を行うことはでき

ない．また③および④の形質も，議論の余地はあるもの

の，本標本ではナガスクジラ類で見られる様な派生的な形

質への中間的な状態を示している可能性が考えられる．⑨

の形質については少なくとも既知のナガスクジラ上科では

いずれも獲得される形質であるが（Bisconti et al., 2013），化
石属では鼓室胞の保存状態や鼓室胞が保存されていないこ

となどから，この形質の獲得を明確に確認出来るのはPle-
siobalaenoptera属のみである．またイサナセタスグループ
のヒゲクジラ類でもこの形質の獲得が見られるものと見ら

れないものがあり，イサナセタスグループ内の系統関係は

未だに不明であることから，鼓室胞の前外側拡張が発達し

ないという形質の形質分布をもとに議論を行うことは困難

である．

　耳周骨・鼓室胞以外の部位で見られる形態では，本標本

では上腕骨に比較して橈骨・尺骨が顕著に長い．これはイ

サナセタスグループやナガスクジラ上科において共通して

見られる特徴である．その一方で例えばセミクジラ類では

上腕骨と橈骨・尺骨の長さはほぼ同じであり，本標本とは

明瞭に区別される．したがって前述の議論と矛盾しない．

さらに本標本では保存状態が悪いため十分に検討できない

が，頭頂骨の背部は反り返り，背面観で側頭稜は側頭窩を

一部覆うように張り出すと推定される．仮にこの推定が正

しければ，このような側頭稜の発達という特徴はナガスク

ジラ上科やセミクジラ科などでみられる形質である一方で

イサナセタスグループでは発達しない形質であることから

（Demere et al., 2005；Bisconti, 2007a；Bosselaers and Post, 
2010），本標本はナガスクジラ上科の可能性が指摘される．
　以上のように本標本の系統的な位置付けについては議論

の余地が残る．Demere et al.（2005）でも指摘されるよう
にナガスクジラ上科に関連した系統の議論では耳周骨・鼓

室胞のみではなく頭蓋に見られる形質の検討が不可欠と考

えられるが，本標本の頭蓋は保存状態が悪く，十分な観察

ができない．したがってここでは本標本をタラッソテリウ

ム上科の未定種とし，イサナセタスグループあるいはナガ

スクジラ上科（epifamily Balaenopteroidea）であることを指
摘するにとどめる．

　Oishi and Hasegawa（1994）は日本産クジラ類化石をまと
め，一島（2005）はこれまで報告された日本産のクジラ類
化石について再検討を行う中でナガスクジラ上科として報

告された化石標本についても議論を行っている．次にこれ

ら及びそれ以降に報告された中新統産ナガスクジラ上科の

化石標本と本標本との比較を行う．なお前述の様に本標本

は既報のイサナセタスグループとは異なる耳周骨の特徴や

不明瞭ながら本標本の頭蓋では側頭稜の顕著な発達がみら

れることから，日本の中新統産イサナセタスグループにつ
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いてはここでは言及しない．

　長谷川ほか（2002）では群馬県の安中層群原市層より産出
したヒゲクジラ類の保存の良い前肢骨（肩甲骨，上腕骨，

尺骨）及び椎骨からなる標本をBalaenoptera sp.として報告
した．この標本と本標本で共に良好に保存されている上腕

骨の比較を行うと，原市層産の標本に比較して本標本はや

や細長い．すなわち上腕骨遠心端幅に対する上腕骨長の比

が原市層産標本では約2.0（266mm/132mm）であるのに対し
て本標本では約2.5（324.3mm/130.5mm：右）である．原市層
産標本と本標本との間では比較可能な部位が限られてお

り，この上腕骨に見られる形態の相違を踏まえても本標本

と原市層産の標本の関係については十分な議論は行うこと

ができない．ここでは上腕骨において上記の様な違いがあ

る点を指摘するにとどめる．

　福島県の上部中新統塩坪層群より産出したヒゲクジラ類

化石をナガスクジラ科属種不明として佐藤ほか（2010a）が
記載している．また同一個体由来の追加標本が佐藤ほか

（2010b）で報告された．この標本では保存良好な頭蓋とと
もに，耳周骨・鼓室胞が保存されている．耳周骨は頭蓋か

ら分離されておらず十分に観察できないが，鼓室胞につい

て今回報告する標本と比較を行うと塩坪層産ナガスクジラ

類標本では耳管鼓室口が広く，本標本と類似している．な

おこの形質はヒゲクジラ類において祖先的な形質であると

考えられる．しかし本標本でみられる背側後突出の発達は

塩坪層産ナガスクジラ類標本では見られない．その一方で

塩坪層産ナガスクジラ類標本では主稜が鼓室胞前端付近で

も比較的強く発達しており，そのため腹内面観で鼓室胞前

端は突出しているが，本標本では同様の鼓室胞前端の突出

は見られない．これらから本標本とは区別される．

　甲能ほか（2007）では長野県の中部中新統別所層より産
出したヒゲクジラ類化石をナガスクジラ科として報告して

いる．この標本は不完全な頭蓋だが比較的良好に保存され

た鼓室胞を含む．本標本と比較した場合，両者共に背側後

突出が発達する点では類似するものの，この標本に比較し

て本標本では鼓室胞前外側部が強くふくらむ点で異なる．

　以上の様にこれまで記載された標本と比較した場合，十

分な比較は出来ないながらも本標本はいずれとも異なる形

質を持つと考えられる．ただし本標本は保存状態が悪く，

比較可能な部位が限られることもあり，これまで報告され

た日本の中新統産ナガスクジラ類化石との間での分類学的

な検討は不十分といわざるを得ない．なお上記以外では木

村（1985, 1992）が表中において北海道の上部中新統厚沢
部層より産出したBalaenoptera sp.をリストしているが標本
についての具体的な記述がないため本標本との比較は行う

ことが出来ない．また大石・佐藤（1991）で報告され，Oishi 
and Hasegawa（1994）で'Megaptera' sp.とされた青森県の上部
中新統赤石層の標本は講演要旨にて言及されたのみで，そ

れをもとに本標本との間で具体的な比較検討をすることは

できない．ただし鼓室胞は卵円形で背側後突出が発達する

こと，耳管鼓室口が広いことが言及されており，これらの

特徴は本標本とも一致する．なお前述のように通称「オオ

ガネクジラ」として知られる標本は1978～1979年にかけて
那須烏山市大里に分布する荒川層群大金層より産出した標

本であるが（下野地学会編, 1979；栃木県立博物館編, 1986；
柏村ほか2013a），正式な報告が無く未記載標本であるた
め，ここではこの標本の形態について言及を行うことは差

し控える．

　本標本は栃木県より産出したクジラ類化石としては最初

の記載された標本となる．ただし本標本が産出したごく近

隣の地点からはケントリオドン類と考えられるハクジラ類

化石が複数個体まとまって産出しており（柏村ほか

2013a,b），さらに本標本の発掘翌年にも本標本の産出地点
の近隣から本標本と類似した耳周骨を持つ標本が産出して

いる．今後，さらなる標本の発見によって当時のクジラ類

動物相の概容やヒゲクジラ類の進化を検討する上でも貴重

な情報をもたらすであろう．
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