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要旨：島根県の中部中新統大森層よりヒゲクジラ類化石が産出した．標本は左下顎骨の後端付近からなる．標

本は断片的であるものの，筋突起は大きく，後外方に屈曲していたと推定される．また下顎孔は大きく開口す

る．さらに狭義のケトテリウム科に見られるような下顎角の後方へ顕著に突出する痕跡を見出すことはできな

い．このような形質の組み合わせを持つことから，ここでは本標本を広義のケトテリウム科（イサナセタスグ

ループ）として記載する．

キーワード：ヒゲクジラ類，広義のケトテリウム科，中新世，島根県

はじめに

島根県に分布する海成の中部中新統からは，しばしば

クジラ類の化石が産出する．しかしながら，それらの化

石の多くは断片的なものであり，廣田 （1979） や鹿野ほ

か （1994） のようにクジラ類の属種未定 （Cetacea gen. et sp. 

indet.） として，その産出のみを示している例もある．県内

産の標本の詳細な検討を行った研究は少ないものの，これ

までにヒゲクジラ類及びガンジスカワイルカ類化石の報告

がなされている （Hatai et al., 1963; 谷戸 , 1987, 1989; 木村ほ

か , 2013; 松浦ほか , 2013）．

島根県東部の宍道湖南岸の丘陵地には，大森層や布志名

層といった中部中新統が広く分布する．このうち大森層は，

安山岩岩体とそれらの砕屑物を主体として構成される．特

に上部の凝灰質砂岩は，来待石と呼ばれる石材として採石

が行われており，松江市宍道町来待～玉湯町林付近にかけ

て広く分布する．この凝灰質砂岩を来待層として区分して

いる例もあるが （Tomita and Sakai, 1937; 高安・中村 , 1984

など），砕屑物の大部分が下位の大森層に由来することと，

それらの堆積期間が極めて短時間であることから，鹿野ほ

か （1991, 1994） などは大森層に一括している．本論文でも

層序区分はこれに従う．地質年代は，含まれる火山岩の
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Abstract： We report a new fossil mysticete specimen from the Middle Miocene Omori Formation, Shimane, Japan. The 
material consists of the posterior part of a left mandible. Because of its incompleteness, the specimen cannot be assigned 
to a specific taxon. Nevertheless, it likely represents a “cetothere” senu lato, based on its large, posterolaterally projected 
coronoid process, large mandibular foramen, and its ventrally (but not posteriorly) projected angular process.
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全岩 K-Ar年代により，16～ 14Maの年代値が得られてい

る （松浦ほか , 2005；沢田ほか , 2013など）．ただし，島根

県大田市五
い そ た け

十猛町
ちょう

 に露出する大森層の混在岩中のシルト

岩ブロックから得られた浮遊性有孔虫化石の生層序年代は

12Ma前後を示唆しており （林ほか , 2015），全岩 K-Ar年

代とは一致していないことから注意が必要である．ここで

はひとまず，従来の全岩 K-Ar年代の 16～ 14Maを大森層

の年代として議論を行う． 

今回報告する標本は，松江市玉湯町在住の勝部美喜男氏

によって，1980年に松江市玉湯町林の来待石採石場 （図 1） 

からチェーンソーによる石切り作業中に発見されたもの

である．標本は凝灰質砂岩（来待石）に含まれていた．谷

戸 （1987） は，同じく勝部美喜男氏によって同時期に同地

点から発見されたヒゲクジラ類の下顎骨化石を報告してい

る．この化石は，左下顎骨で近心部の 1/2程度が保存され

ており，遠心側の端はチェーンソーによって切断されてい

る．後述するように，今回報告する標本もヒゲクジラ類の

左下顎骨であり，筋突起付近より遠心部が残されている．

また本標本の近心側の端もチェーンソーによって切断され

ている．両標本の大きさは概ね同程度であることから，こ

れらは同一個体の可能性も考えられる．ただし，本標本の

近心側断面と谷戸（1987）で報告された標本の遠心側断面

の断面形態には多少の違いがあり，仮に谷戸 （1987） が報

告した標本と今回報告する標本が同一個体だとすると，こ

れらの間には，ある程度の未確認の部分が存在すること

になる．しかしながら，現時点では両標本が同一個体と

する確実な根拠はないため，本論文では別個の標本とし

て扱う．本採石場からは，同時期にパレオパラドキシア 

（Paleoparadoxia tabatai） の下顎骨化石も発見されている 

（大久保ほか , 1980） ．いずれも凝灰質砂岩から産出したこ

とは共通するが，これら 3標本の層位関係は不明である．

収蔵機関の略号は以下の通りである：HMN，庄原

市立比和自然科学博物館（Hiwa Museum for Natural 

History）; KSF，モニュメント・ミュージアム来待ストー

ン（Monument Museum Kimachi Stone）; MFM，瑞浪市化

石博物館（Mizunami Fossil Museum）．

標本の記載 

標本：左下顎骨の一部，KSF-130 （図 2）

産出地：島根県松江市玉湯町林

（北緯 35度 25分 5秒，東経 132度 58分 39秒 ; 図 1）

産出層及び年代：大森層，中期中新世 （16～ 14Ma: 松浦

ほか , 2005）

発見者：勝部美喜男

発見年：1980年

本標本はヒゲクジラ類の左下顎骨の一部からなり，筋突

起（coronoid process）付近より遠心部が保存されている．

ただし，標本自体の保存状態は概ね良好であるが，筋突起

は大部分が欠損し基部付近のみが保存される．また関節突

起（condyle）及び下顎角（angle）も破損のため形態は不

明瞭である．

本標本は前述のように来待石の採石場において，チェー

ンソーによる切り出し作業中に発見された．発見された時

点では，下顎骨の筋突起前方基部付近の断面が露出した状

態で，その保存近心端はチェーンソーによる切断面である．

観察される断面の状態から，本標本は本来であれば切断面

より近心側の水平枝部分が良好に保存されていたと推定さ

れるが，その部位は未確認である．

本標本の保存前後長は 266mmである．保存近心端の断

図１. ヒゲクジラ類化石産出地点位置図．国土地理院発行 2 万 5 千分の 1 地形図「秋鹿」の一部を使用．
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面形態は腹側縁部分が丸みを帯びており，内側面はほぼ

平坦であるのに対して，外側面は強く凸面をなす（図 2）．

近心端における内外幅は 67mmで，最大横幅は下顎骨高

の下部 1/3程度の位置である．断面には下顎管（mandibular 

canal）が大きく開口している．断面に露出する下顎管の

最大幅は 50mm，高さは 69mmである．前述のように筋突

起は基部のみが保存されるため，詳細な形態については

不明である．ただし保存部より，筋突起はナガスクジラ

類などで典型的に見られる様な後外側に屈曲した形態で

あったことが示唆される．筋突起より前方に背側稜（dorsal 

ridge）が発達する．内方隆起（inward elevation）の明瞭な

発達はなく，筋突起内側面後方から下顎切痕（mandibular 

notch）における背側縁付近にかけて僅かに内側面の高ま

りがみられるのみである．下顎孔（mandibular foramen）

は大きく開口し，その前縁は筋突起まで達する．関節突起

は，多くの部分が破損のため形態は不明瞭であるが，保存

部より外側に凸の形態であったことが推定される．内側観

で下顎骨の腹側縁は下顎角付近で腹側に湾曲し，そのため

下顎角は腹側に突出していたと推定される．ただし破損の

ため腹側への突出の程度や下顎角の形態については不明で

ある．

議論

本標本の分類学的検討を行う前に，ケトテリウム科につ

いての近年の分類学的な検討及び本論文におけるケトテリ

ウム科とそれに関連した分類群の定義について述べてお

く．

ケトテリウム科については，従来は機能歯を持たず，さ

らにヒゲクジラ類の現生科に見られる派生形質を獲得して

いないヒゲクジラ類とされてきたが（Fordyce and Barnes, 

1994; Geisler and Luo, 1996; Fordyce and Muizon, 2001; 

Kimura and Ozawa, 2002），近年の分類学的な検討により模

式属である Cetotherium属を含む単系統群として再定義さ

れた（Bouetel and Muizon, 2006）．これをふまえ再定義さ

れたケトテリウム科（すなわち Cetotherium属を含む単系

統群）を指す場合は狭義のケトテリウム科（Cetotheriidae 

s.s.）とし，従来ケトテリウム科とされていた単系統群で

はないヒゲクジラ類のグループを指す場合は広義のケト

テリウム科（Cetotheriidae s.l.）と呼称されている（Bouetel 

and Muizon, 2006）．さらにその後 Fordyce and Marx （2013）

は現生種であるコセミクジラを狭義のケトテリウム科に含

めており，これにしたがうと狭義のケトテリウム科は現

生科となる．本論文でもこれにしたがう．ただしコセミ

クジラの系統的な位置付けについては Bisconti （2014）で

は Fordyce and Marx （2013）の見解に異議をとなえており，

図２. 大森層産ヒゲクジラ類化石 (KSF-130)．左下顎骨． A, 外側観 ; B, 内側観 ; C, 背側観 ; D, 前側観 ; E, 後側観 . スケールは 10cm.
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議論の余地が残されている．

広義のケトテリウム科のうち狭義のケトテリウム科に

含まれないヒゲクジラ類については，その単系統性を含

めて未だに議論の余地が残されている．Kimura and Ozawa 

（2002）ではこのヒゲクジラ類のグループを便宜的にイサ

ナセタスグループ（Isanacetus-group）と呼称した．その

後 Bisconti et al. （2013）はナガスクジラ科，コククジラ

科，広義のケトテリウム科からなる分類群をタラッソテリ

ウム上科（superfamily Thalassotherii）と定義した．ただし

Bisconti et al. （2013）ではコセミクジラはセミクジラ上科

としており Fordyce and Marx （2013）の見解とは異なるこ

とから議論の余地が残される（なおコセミクジラ科の系統

的な位置付けはいずれにしても本論文における議論には影

響を与えない）．

本標本では筋突起は顕著に発達して後外側に屈曲してお

り，下顎孔は大きく開口している．このような形態の組み

合わせは広義のケトテリウム類においてみられる．ただし，

狭義のケトテリウム科では下顎角が後方へ突出するという

派生形質の獲得が見られるが（Bouetel and Muizon, 2006），

本標本では破損により不明瞭ではあるものの下顎角の後方

への突出を示す痕跡を見いだすことはできない．また本標

本は既知の狭義のケトテリウム科に比較して，下顎骨のサ

イズが顕著に大型である点も本標本が狭義のケトテリウム

科とは考えにくいことの傍証となるであろう．したがって

本標本はイサナセタスグループである可能性が高いが，破

損により十分に形態を観察できないため広義のケトテリウ

ム科とするにとどめる．なおエオミスティケタス科でも下

顎孔は大きく開口するとともに，筋突起の顕著な発達が見

られる．しかしながらエオミスティケタス科ではムカシク

ジラ類や初期のヒゲクジラ類と同様のプレート状の筋突起

を持っている点（Marx et al., 2013）で本標本とは異なる．

さらに筋突起基部の前後長が筋突起から関節突起までの距

離に対して，本標本に比較して顕著に大きい点，本標本で

は下顎孔の形態が前方に向かって高さを徐々に減ずる点で

異なることからも区別される．

本標本は比較的大型のヒゲクジラ類の下顎骨である．こ

れまで日本の中新統からは保存良好なヒゲクジラ類の下顎

骨が幾らか報告されている．本標本は断片的であるため詳

細な分類学的検討は困難ではあるが，これら既報の標本の

うち本標本と大きさの類似した化石標本としては，木村ほ

か（2007）により報告された広島県の備北層群産 Pelocetus 

sp.（HMN-F00003），木村ほか（2000），Kimura （2002）で

報告された岩村層群及び瑞浪層群より産出したヒゲクジラ

類（広義のケトテリウム類） （それぞれMFM18124および

MFM18125）がある．

備北層群産 Pelocetus sp. （HMN-F00003）と本標本とを比

較すると HMN-F00003では下顎角付近の腹面に前後方向

の明瞭な下顎角腹稜が発達しており，本標本とは明瞭に異

なる．また岩村層群および瑞浪層群産の広義のケトテリウ

ム類（MFM18124および MFM18125）では下顎骨腹側縁

の腹側への湾曲形態が本標本と類似している．しかしなが

ら，これらの標本では内方隆起が顕著に発達すると共に，

筋突起周辺の内側面で下顎孔直前より前腹方へ顎舌骨筋神

経溝（mylohyoid groove）が発達しているが，本標本では

これらの形態は見られない点で異なる．また本標本では，

下顎孔についてもより前後に大きい．ただし前述のように

本標本は不完全な下顎骨の一部のみであり，現在観察可能

な形態的な特徴に基づいてこれ以上の詳細な分類学的検討

を行うことはできない．そのためここでの議論はあくまで

も予察的なものとせざるを得ない．
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