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Abstract：A new record of fossil shark tooth in Gunma Prefecture was found from the collection of the Iwajuku
Museum, Midori City, Gunma Prefecture. The specimen (Iwajuku Museum 2005-A326) was collected by natural historian,
Shosaku IWASAWA, from the Late Miocene Mamioka Tuff, Tenjinyama, Midori City (former Kasakake Village), Gunma
Prefecture, central Japan. The specimen has a relatively large and high triangular shaped crown. The cutting edge is
smooth and almost straight in distal proﬁle. Mesial proﬁle slightly shows sigmoid curve in labial view. The labial face
of the crown is almost ﬂat, though the apex pointed to labial direction. The root is bulky and stout. These characteristics
hastalis).
indicate that the tooth is identiﬁed to upper right intermediate tooth of fossil‘mako’shark “Isurus”
(
This specimen is recognized as the ﬁrst vertebrate fossil of the geological unit. Futhermore, another fossil specimen of
shark tooth that Shosaku IWASAWA collected is described. The specimen might have come from near Kanasaki, Minano
town, Chichibu area of Saitama Prefecture. It is identiﬁed to Carcharhinus sp. cf. C. albimarginatus.
Key Words: Shosaku IWASAWA, Natural Historian, Shark, fossil, Tenjinyama, Mamioka Tuff, Miocene, Midori City, Gunma Prefecture

はじめに

る寺崎留吉にも師事した．群馬に居を構えてからは，主な
研究対象を考古学や郷土史に移行したものの，
植物や貝類，

岩澤正作は，大正期から昭和初期にかけて，旧山田郡大

地質に関する博物学の研究を続けていた（竹内, 2004）
．ま

間々町をはじめ，群馬を中心に活動した考古学者，そして

た正作自身が集めた資料を自宅前の書斎兼収蔵場所「三山

博物学者である．岩澤正作（以下，正作と表記する）は，

閣」に置いて公開することで（森田［編］, 2006），それら

現在の火山灰考古学の嚆矢ともいうべき自然科学的手法を

の研究成果の啓蒙にも尽力した．そしてこうした考古，博

取り入れて遺跡の調査を行い，群馬における考古学研究の

物両分野の学識を認められ，大正10（1921）年には群馬縣

礎を築いた人物として知られており，その人物像や業績に

史蹟名勝天然紀念物調査委員に委嘱され，さらに大正12

ついては竹内（2004）
，森田（編, 2006）
，岩宿博物館（2011）

（1923）年には赤城山開発調査委員となった（森田［編］,

などで紹介されている．

2006）．

こうした正作の考古学に関する調査や研究の基盤は，神

平成26（2014）年秋，正作の没後70年に合わせ，みどり

奈川や東京で学んだ動物学，植物学，地質学など博物学に

市大間々博物館コノドント館（旧大間々町歴史民俗館）に

関する知識にあったとされる（竹内, 2004）
．現在の神奈川

おいて「ひげ仙人の宝箱－岩沢正作と博物学－」と題され

県横浜市都筑区川和町出身の正作は，その後東京の有燐義

た企画展が開催された．大間々は，正作が永住の地と定め

塾で博物学を学び，さらに「寺崎日本植物図譜」で知られ

た地である．この企画展では，正作が著した解説書や雑誌
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Fig. 1. Locality map of Tenjinyama Specimen (Iwajuku Museum No.A326-1).

の記事，彼が収集した土器や埴輪などの遺物，そして彼が

ベル2枚が同梱されていて（Fig.2），それらのうち小さい

収集した化石や鉱物，貝類，骨格などの自然史標本が多数

方の1枚（Fig.2A）はその筆跡から正作の直筆であること

展示された．化石標本の中には岐阜県大垣市赤坂ならびに

が確認されている（増田修, 私信）
．その他に大きいラベル

桐生市梅田町産出のウミユリの茎化石や樺太産のアンモナ

1枚（Fig.2B）がある．以下にラベル2枚のそれぞれに記述

イト化石，また産地不明ながら母岩から分離している単体

されている内容を示す．

のフズリナ化石（栃木県産の可能性がある）などが展示さ

ア

れており，それらの一つとしてサメの歯化石2点も展示さ

小ラベル（正作の直筆；Fig.1A）
「俗称

れていた．

天狗の爪

鮫の歯の化石

サメの歯化石2点は正作自身が採集したものと考えられ，

大．西鹿田

特にそれらのうち1点は，標本ラベルと彼自身の記述から，

小．秩父

現在のみどり市で産出したものだと判断した（Fig.1）
．そ
こで本報告では，このみどり市産標本の分類とその意義を
中心に，正作が採集したサメの歯化石について報告する．

天神山
金○崎」

※
イ

著者註

○は読み取れなかった

大ラベル（Fig.1B）
「さめの歯の化石
400万年前

岩澤正作採集のサメの歯化石の概要

鹿田より出土」

正作が集めた標本や資料などのうち，考古資料について

小ラベルの記述内容から，2点のうち大型の標本はかつ

は群馬県立歴史博物館に寄贈されているが，その他の資料

ての笠懸村の西鹿田・天神山，すなわち現在のみどり市笠

ならびに彼の遺品などの資料の多くは，正作の次女である

懸町西鹿田にある天神山（Fig.2）で採集されたものであ

福田三千枝氏をはじめとする正作の親族からみどり市大

ると判断される（以降，この大型標本を天神山標本と記述

間々博物館に寄贈・収蔵されている．本報告で扱うサメの

する）
．正作が主宰した雑誌「毛野」第5巻1号に掲載され

歯化石標本は，福田家に当初保管されていたもので, 桐生

た「石器時代に於ける笠懸村

市の所蔵を経て，天神山の地元であるみどり市立岩宿博物

神山の段落には「里俗天狗の爪と穪する鮫の歯の化石一点

館に移管されたものである。
（増田修，私信）
．

を発見してゐる」との記述がある．一方，大ラベルの書き

サメの歯化石標本は2点存在し，それらが紙製の一つの
標本ケースに収められている．このケースには手書きのラ

上（岩澤, 1938; p. 9）」の天

方から判断すると，天神山標本は展示等の教育活動に利用
されていたと考えられる．
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Fig.2. Two specimen labels for shark tooth fossils, which were collected by natural historian Shosaku IWASAWA.

標本産地の地質
天神山標本が産出したと推定される西鹿田の天神山に

化石の記載
記 載 に 際 し, 標 本 の 分 類 に つ い て はCappetta（2012）
，

は，古墳時代から石材として利用されていた馬見岡凝灰岩

Cione et al.（2012）に従い，現生種の標準和名については

層が分布する（河井・山田, 1960）
．同山南部の採石場跡が

仲谷（2011），板鰓類の歯の形態に関する用語は矢部・後

同層の模式地に指定されていることもあり，現在では「馬

藤（1999）に従った. また歯の計測部位は, 上野ほか（1989）

見岡凝灰岩露出地」としてみどり市によって天然記念物に

を参考として, 市販のデジタルノギスで計測した.

指定されている．この凝灰岩層は下位の薮塚層（下部中新
SYSTEMATIC PALEONTOLOGY

統）を不整合に覆い，上位の強戸礫岩層（鮮新統）とも不
整合の関係にある（河井・山田, 1960; 群馬県地質図作成委

軟骨魚綱 Class Chondrichthyes Huxley, 1880

員会, 1999; 高橋・柳沢, 2003）
．岩澤（1938）は，天神山の

板鰓亜綱 Subclass Elasmobranchii Bonaparte, 1838

山体が珪化木を含む凝灰岩で構成されるとし，その下層に

ネズミザメ上目 Superorder Galeomorphii Compagno, 1973

おいて古生層の小礫と共に貝類（二枚貝・巻貝）15 ～ 16種，

ネズミザメ目 Order Lamniformes Berg, 1958

「前尻類」
（現在の知見ではコケムシ動物もしくは腕足動物）

ネズミザメ科 Family Lamnidae Müller and Henle, 1838

2種，カニ類一種とサメの歯化石が産出したと述べている．

アオザメ属 Genus Isurus Raﬁnesque, 1810

この化石包含層は，黒色の砂岩層で，石材として用いられ
“Isurus”hastalis Agassiz, 1843

た部分よりかなり崩れやすく，1960年代までは確認するこ

（Fig. 3）

とができたようである（増田修，私信）
．
また天神山の北西約3kmに位置する小丘陵において僅
かに分布が知られる新里凝灰岩層については河井・山田
（1960）や大森ほか（1976）
，
群馬県地質図作成委員会
（1999），
野村・髙桒（2009）では天神山と同じ馬見岡凝灰岩層とし

資料番号：みどり市立岩宿博物館（Iwajuku Museum）A326-1
採 集 者：岩澤正作
産出地点：群馬県みどり市笠懸町西鹿田，

て扱っているが，須藤ほか
（1976）
ならびに高橋・柳沢
（2003）

天神山（Tenjin-yama）

では新里凝灰岩層として馬見岡凝灰岩層から区分し，二つ

産 出 層：馬見岡凝灰岩層（Mamioka Tuff）

の層を同時異相と解釈している．新里凝灰岩層では火山礫

年

代：新第三紀，後期中新世（Neogene, Late Miocene）

を含む白色凝灰岩の中に，無脊椎動物化石や珪化木が含ま

記

載：歯根の近心部を欠くが，歯冠ならびに遠心側の

れている．馬見岡凝灰岩層ならびにその同時異相である新

歯根はほぼ完全．全体に茶褐色を呈し，歯根に近い部分は

里凝灰岩層の年代は，この地域の層序関係ならびに産出し

さらに黒みを帯びる．歯冠の保存は良く，エナメロイドに

た貝類化石の種構成などから後期中新世であるとされてい

も光沢が残っている．歯冠は上下方向に高い鋭角の二等辺

る（河井・山田, 1960; 須藤ほか, 1976; 群馬県地質図作成

三角形に近似し，歯冠の中ほどの部分と歯冠基部は薄い．

委員会, 1999; 高橋・柳沢, 2003）
．

切縁は近・遠心ともほぼ完全縁である．側面から見ると，
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Fig.3. Tenjinyama specimen (Iwajuku Museum No.2005-A326),“Isurus ”hastalis ; one of the shark tooth fossils which was
collected by natural historian Shosaku IWASAWA.
Upper Right intermediate tooth; A: lingual view; B: distal view; C: labial view; and D: mesial view. Scale bar indicates 10mm.

歯冠唇側面はほぼ平面であるが，咬頭尖が唇側に傾く．歯

すること，ならびに歯冠近心縁が膨らむ歯冠の形態から，

冠舌側面の膨隆は小さい．歯冠近心縁は歯根から約72度で

天神山標本は右上顎の中間歯である．髙桒
（2014）がペルー

立ち，中程において近心側に膨らみ，唇側面から見るとS

産ナガスクジラ類化石と共産した“Isurus”hastalisのうち，

字状のアウトラインを持つ．
咬頭尖はわずかに遠心に傾く．

2本を上顎左中間歯としたが，天神山標本はそれらと比べ

歯冠遠心縁はわずかに凹んだ弧を描くものの，ほぼ直線状

て歯冠の最大幅が小さく，
細長い外形を持つ．なお
“Isurus”

である．歯根はやや赤みを帯びた茶褐色で，光沢は無い．

hastalis の分類学的位置ならびにネズミザメ科の分類が現

全体的に摩耗しているが，根側への歯根の発達は大きくな

在混乱していることから（詳細については髙桒, 2014; p.83

く，長方形である．

を参照されたい）
，本報告においてもCione et al.（2012）の

計 測 値：標本最大保存高32.98mm，同最大保存幅（近

見解を支持し，
“Isurus”hastalisと表記する．

遠心径）17.03mm，同最大保存幅（唇舌径）4.85mm，舌
側 面 歯 冠 長25.03mm， 唇 側 面 歯 冠 長25.5mm， 咬 頭 尖 －
歯頸近心端間距離25.99mm，咬頭尖－歯頸遠心端間距離
28.50mm，歯冠厚（唇舌径）4.85mm，歯根最大厚（唇舌径）

天神山標本の意義
馬見岡凝灰岩層
（同時異相とされる新里凝灰岩層を含む）

4.59mm．

からの図示を伴う既知の化石記録は，
軟体動物
（貝類：河井・

同

山田, 1960; 大森ほか, 1976）や節足動物（フジツボ類：野

定：三角形を呈する比較的平滑な高い歯冠を有す

ること，切縁が完全切縁で，鋸歯が無いこと，歯冠の膨

村・髙桒, 2009）など無脊椎動物に限定されていたことから，

隆が小さいこと（野村・田崎, 2007）
，ならびに歯の大き

天神山標本は馬見岡凝灰岩層における初の脊椎動物の化石

さから，本標本はネズミザメ科の中でも“Isurus”hastalis

記録となる．岩澤（1938）の記述については，馬見岡凝灰

と“I.”planusを含むグループに属すると考えられる．近

岩層の同時異相とされる新里凝灰岩層産の化石の産状を見

年，このグループはコスモポリトドゥス属（あるいは亜

ると，これらの層がサメの歯化石が頻出する地層であると

属）Cosmopolitodusとして扱われることもあり（例えば,

は考えにくいことから，この記述こそ天神山標本自体に関

Cappetta, 2012）
，亜属として扱う場合にはホホジロザメ属

するものと考えることが妥当である．採集年については不

Carcharodonの亜属として位置づけられることもある．

明であるが，おそらく正作が群馬県立前橋中学校教諭心

天神山標本は歯冠の近心縁と遠心縁のアウトラインが共

得として群馬県に赴任してきてから（岩宿博物館，2011）
，

にわずかな湾曲はあるものの概ね直線状であること，そし

すなわち1902（明治35）年以降ではないかと考えられる．

て“I.”planusで見られる歯冠上半部の後方への湾曲が見ら

馬見岡凝灰岩層や新里凝灰岩層，そして県中部・高山村

れないことなどの形態的特徴から，
“Isurus”hastalisに同定

の新幹線トンネル内の茶屋ヶ松層（中村ほか, 2000）から

される．さらに，歯冠近心縁が歯根に対して高角度で位置

産出する貝類化石の群集構成は，県南西部に分布する安中

岩澤正作採集のサメの歯化石
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層群板鼻層と共通性が高い．
板鼻層からはすでに硬骨魚類，

方々からの両館への標本をはじめとする資料の寄贈が無け

軟骨魚類，哺乳類などからなる脊椎動物化石が知られてい

れば，執筆できなかったものである．以上の皆様に厚く御

る（長谷川ほか, 2005）
．このことから，馬見岡凝灰岩層で

礼申し上げる．

の脊椎動物化石の産出も十分予想できるものであった．し
かしながら，太田・大間々地域では宅地や高速道路をはじ
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Appendix

岩澤正作採集の秩父産サメの歯化石について
D.S.Jordan et Evermann, 1896

岩澤正作採集のもう一点のサメの歯化石であるが，まず
産地については，現在の秩父地域内にラベルに記述された

Genus Carcharhinus Blainville, 1816

メジロザメ属

地名と正確に一致する地名は無い．しかしながら，比較的

ツマジロ近似種 Carcharhinus sp. cf. C. albimarginatus

類似した地名としては，埼玉県秩父郡皆野町金崎があり，

（Appendix Figure）

その近傍で正作が採集した可能性がある（以降，この小型
標本を「金崎」標本と記述する）
．金崎から南西に約2.1km

資料番号：み ど り 市 立 岩 宿 博 物 館（Iwajuku Museum）
A326-2

荒川を遡った大渕付近には秩父盆地を構成する新第三系の
赤平層群のうち，下部に当たる地層が分布していることか

採 集 者：岩澤正作

ら，地質学的に考えるとこの地層が化石の産出層である可

産出地点：埼玉県秩父郡皆野町金崎の近傍（大渕付近？）．

能性が考えられる．

産 出 層：おそらく赤平層群下部
（Lower part of the Akabira Group）

「金崎」標本の記載

年

SYSTEMATIC PALEONTOLOGY
メジロザメ目

Order Carcharhiniformes Compagno, 1977

メジロザメ科

Family Carcharhinidae

D.S.Jordan et Evermann, 1896
メジロザメ亜科

Subfamily Carcharhininae

D.S.Jordan et Evermann, 1896
メジロザメ族

Tribe Carcharhinini

代：おそらく新第三紀，前～中期中新世
（Neogene, Early or Middle Miocene）

記

載：小型の歯でほぼ完全に保存されている．正三角

形に近似した形態の歯冠と棒状の歯根で構成される．歯冠
の外層は光沢のあるエナメロイドからなり，
黄白色～茶色，
黒褐色，歯根は茶褐色を呈する．歯冠舌側面は舌側へ膨ら
み，唇側面は平面である．近心縁，遠心縁共に切縁に鋸歯
が発達する．また近心縁，遠心縁とも根側に向かって湾入

Appendix Figure.“Kanasaki”specimen, Carcharhinus sp. cf. C. albimarginatus ; another shark tooth fossil which was collected
by natural historian Shosaku IWASAWA. Assumed locality of this specimen is near Kanasaki, Minano town in Northern part of Chichibu area, Saitama
Prefecture. Upper Right lateral tooth; A: lingual view; B: distal view; and C: labial view. Scale bar indicates 10mm.
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し，その中ほどで弱い切痕を形成する．この切痕を境とし

ロとクロトガリザメの鋸歯の形態は「金崎」標本と似てい

て，その咬頭尖側の傾きが大きくなる．また切痕より上の

るが，
クロヘリメジロザメでははっきりしないこともある．

部分も僅かに屈曲する．歯冠舌側面の近心側の切痕付近に

そして，歯冠先端の屈曲が顕著に見られるのはツマジロと

は，
歯冠に後天的なものと思われるくぼみがある．鋸歯は，

クロヘリメジロザメの2種である．以上の形態的特徴の比

近心縁，遠心縁共に切痕より上の部分と歯根から切痕まで

較から，
「金崎」標本をツマジロの近似種Carcharhinus sp.

の中ほどまでは細かいが，切痕までの中ほど付近から切痕

cf. C. albimarginatusと同定しておく．

付近までが粗い．歯根は棒状で，舌側面観では，その中央
付近が冠側に湾曲する．また背腹方向に発達する中心溝が
見られるが，母岩が入ったままで，その中の状態は確認で
きない．歯根を側面から見ると，唇側は比較的平面である
が，その上部が舌側に向かって僅かにくぼむ．舌側では中
央付近が舌側に膨らむ．歯根基底縁は直線状であるが，中
ほどで冠側にくぼみ，中央溝の縁の部分でやや根側に膨ら
む．
計 測 値： 最 大 保 存 長12.59mm， 歯 冠 幅（ 近 遠 心 径 ）
11.2mm，最大保存高11.05mm，舌側面歯冠高8.7mm，唇側
面歯冠高6.86mm，
最大保存厚（唇舌径）3.11mm，歯冠厚（唇
舌径）2.37mm，歯根厚（唇舌径）3.11mm．
同

定：秩父地域の新第三系から知られるサメ類化石の

うち，歯の歯冠に鋸歯を伴う種類としては，ホホジロザメ
属（Carcharodon megalodon）
，メジロザメ科のイタチザメ
属（Galeocerdo aduncus）
，メジロザメ属などが知られてい
る（上野ほか, 1983）
．
「金崎」標本はC. megalodonの幼体の歯としてはやや小
さく，鋸歯の粗さに差異があること，また歯根が棒状で，
歯根の近心端・遠心端の根側への発達が顕著でないことが
C. megalodonと異なる．一方，イタチザメ属の歯に特徴的
な歯冠遠心側の顕著な切痕がなく，切痕の遠心側に発達す
る極めて粗い鋸歯も存在せず，
歯根の屈曲も小さい．また，
その大きさもイタチザメ属よりも小さい．これらの形態的
特徴や大きさから判断すると，
「金崎」標本は，一般的な
メジロザメ属の歯，特に一部の種の右上顎歯に見られるも
のと一致する．
Bass et al.（1973），Compagno（1982），Last and Stevens
（2009），Castro（2011）
，Voigt and Weber（2011）等 を 元 に
比較すると，「金崎」標本の歯冠の近・遠心縁はいずれも
湾入し，その奥部に弱い切痕が形成されるが，その形態は
現生のメジロザメ属サメ類ではツマジロC. albimarginatus，
ク ロ ヘ リ メ ジ ロ ザ メC. brachyurus， ク ロ ト ガ リ ザ メC.
falciformis， ホ コ サ キC. macloti，C. melanopterus（ 標 準 和
名無し）とよく似ている．これら5種では，いずれも切痕
直下に粗い鋸歯が存在する．ホコサキやC. melanopterusで
は歯冠先端の屈曲がほとんど無く，切痕直下で歯冠の両端
まで粗い鋸歯が形成されている点が異なる．一方，ツマジ

