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原著論文

長野県の下部中新統富草層群新木田層よりアロデルフィス類化石の産出
木村敏之１・長谷川善和１・小泉明裕２
１

群馬県立自然史博物館：〒370-2345 群馬県富岡市上黒岩1674-1
（kimura@gmnh.pref.gunma.jp, hasegawa@gmnh.pref.gunma.jp）
２
飯田市美術博物館：395-0034 長野県飯田市追手町2-655-7
（ic2499@city.iida.nagano.jp）

要旨：長野県の下部中新統富草層群新木田層より4個体のハクジラ類化石が産出した．これらの標本では
共通して保存される環椎・頭蓋において形態的な相違が見られないことから同一種であると判断される．
また環椎は左右幅に対して背腹方向の高さが低く，背側横突起・腹側横突起はいずれも細長い，また後頭
顆は非常に大きくて後方に強く突出するという特徴を持つことから，これらの標本はアロデルフィス科に
分類される．
キーワード：アロデルフィス科，クジラ類，ガンジスカワイルカ上科，富草層群

Fossil allodelphinids from the early Miocene Tomikusa Group, Arakida Formation,
Nagano Prefecture, Japan
1

K IMURA Toshiyuki1, HASEGAWA Yoshikazu1 and KOIZUMI Akihiro2

Gunma Museum of Natural History：1674-1 Kamikuroiwa, Tomioka, Gunma 370-2345, Japan
（Japan; kimura@gmnh.pref.gunma.jp, hasegawa@gmnh.pref.gunma.jp）
2
Iida City Museum：2-655-7 Otemachi, Iida, Nagano 395-0034, Japan
（ic2499@city.iida.lg.jp）

Abstract: We describe four individuals of the fossil odontocetes from the lower Miocene Tomikusa Group,
Nagano Prefecture, Japan. All the specimens were from the Arakida Formation. The geologic age of the upper part
of Tomikusa Group（i.e., Arakida and Awano Formations）has been estimated as ca 18.1~17.2 Ma by
magnetostratigraphy. The specimens represent the following combination of morphological characters and here we
identify the specimens as Allodelphinidae gen. et sp. indet.: atlas vertebra bearing separate dorsal and ventral
transverse process, and the vertebra is compressed dorsoventrally; the occipital condyles are large and they protrude
prominently posteriorly.
Key words: Allodelphinidae, Arakida Formation, Cetacea, Platanistoidea, Tomikusa Group

はじめに

の太平洋岸から報告されているハクジラ類であり，日本で
は三重県の阿波層群産の1標本（Ninjadelphis ujiharai）が

長野県南部に分布する下部中新統富草層群からは，これ

報告されているに過ぎない．本論文では富草層群より産出

までにも多くの脊椎動物化石の産出が知られている（長谷

した4標本のアロデルフィス類化石について記載するとと

川ほか, 1988）
．クジラ類化石の産出についても田中ほか

もに，標本の分類学的検討を行うことを目的とする．ただ

（1967）
，村松・阿南町の化石保存会（1992）などで言及さ

し今回報告する4標本のうち第一個体の軸椎と肋骨につい

れ，長谷川ほか（1988）ではマッコウクジラ類など複数の

ては，化石の産状などの概要が小泉（2018）にて紹介され

ハクジラ類化石の産出を報告している．

ている．なお本論文における骨の名称は植草ほか（2019）

今回報告する標本は，富草層群より産出したアロデル

にしたがう．また3DスキャンはArtec Spider（Artec Group,

フィス類化石4標本である．アロデルフィス類はカワイル

Luxembourg）を用いて標準的なスキャンプロトコル（グ

カ上科に含まれ，非常に長い吻や前後に長い頚椎の椎体を

ローバル位置合わせ，外れ値除去，シャープメッシュ化）

持つことなどで特徴的なハクジラ類である（Kimura and

により実施した．スキャンデータはArtecStuido 12により

Barnes, 2016）
．アロデルフィス類はこれまで日本及び北米

処理したのち，GeomagicStudio11.5にエクスポートした．

受付：2019年12月6日; 受理：2020年1月24日
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ICM-YH, 飯田市美術博物館長谷川コレクション．

標本の記載
Suborder Odontoceti（Flower, 1864）Flower, 1867
Superfamily Platanistoidea（Gray, 1846）Simpson, 1945
Family Allodelphinidae Barnes, 2006
アロデルフィス科の未定種
Allodelphinidae gen. et sp. indet.
標本：今回報告する標本を表1，標本の産出地点を図1に示
す．標本は4個体（ここでは表1のとおり便宜的に第1 ～ 4
個体とする）に由来する（図2―5）．このうち第1個体は異
なる標本番号が割り振られた4つの標本からなる．これら
のうちICM-PV-414および415は，同日に同地点から発見さ
れた．ICM-PV473および474は，発見時期は異なるものの
ICM-PV-414お よ び415と 同 一 層 準 で， 水 平 距 離 で50~100
cm以内のごく近接した地点で発見された．これらは互い
に重複する部位も見られないことから，同一個体に由来す
ると判断した．
産出層及び年代：富草層群新木田層，前期中新世（約18.1
～約17.2 Ma：酒向・星, 2014）．富草層群は下位より和知
野層，温田層，大下条層，新木田層，粟野層に区分される
（氏原ほか, 1988）．今回報告する標本はいずれも新木田層
より産出した．酒向・星（2014）は富草層群上部層（新木

Figure 1. Localities of the specimens. The base map is from the

田層＋粟野層）の年代について古地磁気層序の検討により，

‘Yamadagouchi’1:25,000 topographic maps published by the
Geospatial Information Authority of Japan.

新木田層上部から粟野層上部までの正極性卓越部がChron
C5Dnの上限年代（17.234 Ma）よりも古く，大下条層上部

収 蔵 機 関 の 略 号：GMNH， 群 馬 県 立 自 然 史 博 物 館；

から新木田層上部までの逆極性層所区間は少なくとも

ICM, 飯田市美術博物館；LACM，Natural History Museum

Chronozone C5Dr.1r（17.717 ～ 17.533 Ma） ま た はC5Dr.2r

of Los Angeles County, Los Angeles, California, U.S.A.；

（18.056 ～ 17.740 Ma），あるいは両方を合わせたクロノゾー

UCMP, University of California Museum of Paleontology,

ンに対比されるとし，富草層群上部層の年代を約18.1~約

Berkeley, California, U.S.A.; ICM-PV，飯田市美術博物館；

17.2 Maとしている．

Table 1. List of the specimens.

Individual 1

Catalog no.

Material

Date of found

Collector

ICM-PV-414

axis

Aug. 4, 2012

A. Koizumi

ICM-PV-415

rib

Aug. 4, 2012

A. Koizumi

ICM-PV-473

atlas

Jul. 13, 2018

A. Koizumi

ICM-PV-474

thoracic vertebra

Mar.31, 2018

A. Koizumi

Individual 2

ICM-PV-472

skull fragment, atlas

Sep. 1, 1991

Y. Kinoshita

Individual 3

ICM-YH-10012

atlas

Individual 4

ICM-PV-477

skull fragment

K. Chinzei
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記載：各標本の計測値を表2に示す．後述のように本論文
では，第1 ～ 4個体を同一種と判断した．そのため以下，
部位ごとに記載を行う．

Figure 2. Allodelphinidae gen. et sp. indet., Individual 1. 3D scan images. A-D, ICM-PV-473, atlas in anterior (A), posterior (B), left lateral (C), and dorsal (D)

views. E-F, ICM-PV-414, axis in anterior (E) and left lateral (F) views. G-H, ICM-PV-474, thoracic vertebra in anterior (G) and left lateral (H) views. I, ICMPV-415, rib in anterior view. Scale bar equals 5 cm.
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Table 2. Measurements of the specimens in mm.

Atlas

ICM-PV-472

は比較的大きく，骨表面には顕著な凹凸がみられる．

ICM-PV-473 ICM-YH-10012

Height of anterior articular facet

48

52

46

Width of the anterior articular
facets

110

123

109

27

27

第1 ～ 3個体）で保存されている．これらの3標本間では相

56

54

対的な大きさの違いがみられ，ICM-YH-10012（第3個体）

Height of vertebral foramen
Width of vertebral foramen
Axis

59
ICM-PV-414

Anteroposterior length of centrum

81

Width of centrum in posterior view

57

Height of centrum in posterior
view

48

環椎
環椎は3個体（ICM-PV-472, ICM-PV-473, ICM-YH-10012：

に比較してICM-PV-472（第2個体）がわずかに大きい．さ
らにICM-PV-473（第1個体）は他の2点に比較して顕著に
大きい．これら3標本において基本的に形態的な相違は観
察されないことから，以下の環椎の記載は特に示す場合を
除き，最も良好に保存されているICM-PV-473（第1個体）

Height of vertebra

108+

Width of vertebra

115

Thoracic vertebra

ICM-PV-474

て高さは低い．前関節窩（anterior articular fovea）は強く

Anteroposterior length of centrum

71

Width of centrum in anterior view

61+

くぼむ．前面観で前関節窩は幅広く，その外形は背腹方向

Height of centrum in anterior view

50

Widht of vertebral foramen in
anterior view

57

をもとにする．
環椎は大きく，前後に厚い．その一方で環椎の幅に対し

Height of vertebra

117+

Width of vertebra

156

に圧縮された三日月形を呈しており，前関節窩の背側部に
比較して腹側部がより強く内方に伸びる．左右の前関節窩
は明瞭に分離している．背面観で環椎の外縁は前方に向
かって左右に広がり，幅がひろくなる．側面観において環
椎前縁の背部が前方へ突出し、環椎の前縁と腹縁がなす角

ICM-PV-477

度は大きい（およそ130度）．横突孔（transverse foramen）

Zygomatic width (estimated by
doubling half-width)

198

は大きく円形である．背結節（dorsal tubercle）は低い．前

Width across occipital condyles

108

面観で椎孔（vertebral foramen）は逆三角形型の外形である．

Height of occipital condyles

41

背側横突起（dorsal transverse process）および腹側横突起

Width of foramen magnum

51

（ventral transverse process）はいずれも大きく，後外側を向

Height of foramen magnum

32

Cranium

く．腹側横突起は背側横突起に比較して細長い．後関節窩
（posterior articular fovea）はおおむね平坦である．hypophyseal

頭蓋

processは幅広くて背面には不規則な凹凸が発達している．

ICM-PV-477（第4個体）では，鱗状骨（squamosal）及び
後 頭 骨（occipital）の 一 部 が 保 存され ている．またICM-

軸椎

PV-472（ 第2個 体 ） で は， 右 の 外 後 頭 骨 の 傍 後 頭 突 起

軸椎は1標本のみ（ICM-PV-414：第1個体）で保存され

（paroccipital process） 及 び 鱗 状 骨 の 頬 骨 突 起（zygomatic

ている．軸椎は前後に厚く，歯突起（dens）は大きい．椎

process of squamosal）が保存されている．鱗状骨の頬

体（centrum）の背面には前後方向の顕著な稜が発達する．

骨突起は短く，側面観で前腹方を向く．ただしICM-PV-477

前面観で椎孔の外形は三角形状をなす．棘突起（spinous

（第4個体）の頬骨突起は背側部に摩耗が見られるため，側

process）は高く，前後に幅広い．ただし本標本では棘突起

面観での頬骨突起の向く方向が本来よりも強く腹方に向く

の背部に欠損がみられるため実際の高さは不明瞭である．

ように見えている．頬骨突起は先端に向かって細くなり，

横突起は短く，後外方に伸びる．横突起基部には横突孔が

先端は尖る．また頬骨突起先端は内方に屈曲する．同様の

大きく開口する．後面観で椎体は楕円形である（椎体幅:

形 態 はICM-PV-472（ 第2個 体 ） で も 確 認 で き る．ICM-

57 mm，椎体高: 48 mm）
．椎体腹面には前後方向に伸びる

PV-477（第4個体）では後頭骨は後頭顆及び外後頭骨・底

稜が顕著に発達する．この稜は椎体の中央部分で最も幅が

後頭骨が保存されている．後頭顆は大きく，強く後方に突

狭く，前端及び後端に向かって幅を増す．

出する．後 頭 顆は幅に対して高さが 低い．底 後 頭 骨 稜
（basioccipital crest）は大きい．頸静脈切痕（jugular notch）
は 深 い． 外 後 頭 骨 の 傍 後 頭 突 起（paroccipital process）

胸椎
胸椎は1標本のみ（ICM-PV-474：第1個体）で1点が保存

長野県の下部中新統富草層群新木田層よりアロデルフィス類化石の産出

Figure 3. Allodelphinidae gen. et sp. indet., Individual 2, ICM-PV-472. 3D scan images. A-D, Atlas in anterior (A), posterior (B), left

lateral (C), and dorsal (D) views. E, partial skull in lateral view. Scale bar equals 5 cm.

Figure 4. Allodelphinidae gen. et sp. indet., Individual 3,ICM-YH-10012. 3D scan images. A-D, Atlas
in anterior (A), posterior (B), right lateral (C), and dorsal (D) views. Scale bar equals 5 cm.
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Figure 5. Allodelphinidae gen. et sp. indet., ICM-PV-477. 3D scan images. A-C, skull in ventral (A), posterior (B), and right lateral (C)
views. Scale bar equals 5 cm.

されている．椎体は前後に厚い．椎体側面の下部には，左

長く，前面には細い稜が発達している．

右ともに前後方向にのびる高まりが見られる．ただし，こ
れは椎体が背腹方向に圧縮をうけた結果，椎体腹面が凹ん

比較及び議論

だことに起因した二次的な変形の可能性も否定できない．
椎孔は前面観で背腹方向に圧縮された三角形状を呈する．

今回報告する第1 ～ 3個体において共通して保存されて

横突起は前後に幅広く，外側に伸びる．横突起先端は基部

いる環椎の比較では，顕著な形態的な相違は観察されない．

に比較して太く，横突肋骨窩（transverse costal facet）は大

さらに第2個体と第4個体で保存される鱗状骨の頬骨突起は

きい．椎弓根（pedicle of arch of vertebra）は太い．前関節

短く，先端が尖って内方に屈曲するという特徴的な形態を

突起（anterior articular process）は大きく前関節面（anterior

共通して持つ．これらから第1 ～ 4個体を同一種であると

articular surface）
は前後に長い．
同様に，
後関節突起
（posterior

判断した．

articular process） は 大 き く 後 関 節 面（posterior articular

今回報告する標本の環椎は，左右幅に対して背腹方向の

surface）は前後に長い．棘突起は前後に幅広い．棘突起の

高さが低く，背側横突起・腹側横突起はいずれも細長い．

背部は欠損しており，
棘突起の本来の高さは不明瞭である．

このような特徴は，アロデルフィス科に特徴的な形態であ
る．また後頭顆は非常に大きくて後方に強く突出しており，

肋骨
肋骨は1標本のみ（ICM PV-415：第1個体）で，1点が保
存されている．肋骨は右肋骨で遠位部を欠損している．二

これもアロデルフィス類で共通して見られる形態である．
これらから，今回報告する標本はアロデルフィス科である
と判断される．

頭肋骨であることから前位の肋骨であると考えられる．肋

アロデルフィス類では Arktokara 属を除くすべての属に

骨頭（head of rib）は小さく，概ね円形の外形である．肋

おいて環椎が良好に保存されている（Kimura and Barnes,

骨結節（tubercle of rib）は幅広いが，破損のため本来のサ

2016）
．そこで富草層群産標本の分類学的な位置づけを検

イズ及び外形は不明瞭である．肋骨頚（neck of rib）は細

討するため，環椎に基づいて形態の比較を行う．なお以下

Allodelphinidae gen. et sp. indet., ICM-PV-473 (Individual 1); E-H, Allodelphis pratti, UCMP 83791; I-L, Goedertius oregonensis, LACM 123887; M-P,
Ninjadelphis ujiharai, GMNH-PV-2570; Q-T, Zarhinocetus errabundus, LACM 21031. Not to scale.

Figure 6. Atlantes of allodelphinids in anterior (A, E, I, M, Q), posterior (B, F, J, N, R), dorsal (C, G, K, O, S) and left lateral (D, H, L, P, T) views. A-D,
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に議論する形質は，今回報告する富草層群産の3個体の環

層群産標本とAllodelphis 属の類似性を指摘したうえで，本

椎のいずれにも共通する形質であり，このことは以下の形

標本をアロデルフィス科の属未定種（Allodelphinidae gen.

質が個体差・年齢差に起因した違いを表しているとは考え

et sp. indet.）として報告するにとどめる．今後，より多く

にくいことを示唆している．

の部位を含んだ標本が発見されることで，詳細な分類学的

富草層群産標本の形態的な特徴として以下の形質を挙げ
ることができる：1）前関節窩の外形は三日月形で内外幅

検討が可能になるであろう．
アロデルフィス類は，日本及び北米の太平洋沿岸の上部

が広い，2）前面観で椎孔の外形は逆三角形型である，3）

漸新統から中部中新統より産出しており，日本からは三重

側面観において環椎の前縁の背部が前方に突出するため，

県の阿波層群より Ninjadelphis ujiharai が報告されている

環椎前縁と腹縁がなす角度が大きい（およそ130度）
，4）

のみである．アロデルフィス類は非常に細長い吻部が特徴

背面観で椎弓板の前後幅が比較的狭い．

的なハクジラ類で，ガンジスカワイルカ上科に含まれる

上記についてアロデルフィス科に含まれる各属と比較す

（Kimura and Barnes, 2016）
．現生するガンジスカワイルカ

る（図6）．1）の形質では，前関節窩の外形が Ninjadelphis

上科は Platanista 属のみが，インド・パキスタンの淡水域

属では四角形に近く，明瞭に異なる．また Goedertius 属,

に生息しているに過ぎないが（Jeﬀerson et al., 2008）
，中新

Zarhinocetus 属では富草層群産標本に比較して顕著に前関

世には汎世界的に広く分布していたことが知られており

節窩の内外幅が狭い．2）の形質では，前面観で椎孔の外

（Barnes et al., 2010など）
，ガンジスカワイルカ上科の進化

形が Ninjadelphis 属ではほぼ四角形，Zarhinocetus 属では

を議論するうえで北西太平洋域における化石記録は重要で

楕円形であり，富草層群産標本とは明瞭に区別される．3）

あると考えられる．したがって富草層群産標本はカワイル

の形質では，Ninjadelphis 属, Zarhinocetus 属では側面観に

カ上科・アロデルフィス科の進化を議論するうえでの基礎

おいて環椎前縁の背側部の前方への突出が顕著ではなく，

情報として重要であろう．特にアロデルフィス類は，本報

そのため環椎前縁と腹縁がなす角度は直角に近い．4）の

告以前では日本において1標本が記載されていたに過ぎず，

形質では，環椎が保存されていない Arktokara 属以外のす

この点でも富草層群産標本は当時の北西太平洋域における

べての属で，いずれも富草層群産標本に比較して椎弓板の

アロデルフィス類の多様性・進化について貴重な基礎情報

前後幅が広く，明瞭に異なる．

となると考えられる．

上記に加え，Goedertius 属では富草層群産標本に比較し
て，後関節窩が顕著に小さい．さらに，Goedertius 属では
背側横突起が富草層群産標本及び他のアロデルフィス類に
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比較して顕著に背側を向く．ただし，今回報告する富草層

本研究を進めるにあたり東海市の木下洋一氏には同氏が

群産標本の環椎では，いずれも背側横突起には破損が見ら

発見された標本を飯田市美術博物館に寄贈いただいた．国

れるため，富草層群産標本について上記の相違について明

立科学博物館の甲能直樹氏には査読者として有益なご指摘

瞭に確認できるわけではない．Ninjadelphis 属と比較する

をいただいた．群馬県立自然史博物館の髙桒祐司氏には貴

と，富草層群産標本では腹面観で環椎の幅が前縁に向かっ

重なご助言をいただいた．記して感謝いたします．本研究

て幅広くなるが，Ninjadelphis 属ではこのような顕著な幅

はJSPS科研費18K01110の助成を受けたものである．

の変化は見られない．Zarhinocetus 属では背側横突起が富
草層群産標本に比較して大きい点でも区別される．
上記で議論した形態的形質についてみると，富草層群産
標本は既知のアロデルフィス科に含まれる各属とはいずれ
も異なった形質が見られるが，上記で議論した形態的特徴
の相違点の数に注目すると，Allodelphis 属との間でみられ
る形態的な相違点が最も少ない．このことから比較可能な
環椎が保存されているアロデルフィス類の中では
Allodelphis 属に最も類似するといえるかもしれない．しか
しながら今回報告する標本では頭蓋など分類学的な情報を
多く含むと考えられる部位があまり保存されておらず，詳
細な分類学的検討は困難である．したがってここでは富草
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