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Abstract: Kimura and Hasegawa（2019a）described a cranium with periotics and right tympanic bulla of 
Joumocetus shimizui（GMNH-PV-3456）, which was recovered from the Miocene Haraichi Formation, Annaka Group, 
Gunma, Japan. In this short paper, we describe newly discovered fossil bones of the same individual （GMNH-
PV-3456）. It includes left mandible, left tympanic bulla, seven cervical vertebrae, and rib fragments. The present 
specimen reveals that the angle of the mandible of the basal member of the Cetotheriidae, J. shimizui, is markedly 
smaller than the other members of the Cetotheriidae（e.g., Herpetocetus spp.）.
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要旨：今回報告する標本は群馬県安中市の中新統安中層群原市層より産出した化石であり，木村・長谷
川（2019）によって報告されたJoumocetus shimizui （GMNH-PV-3456）と同一個体由来である．今回報告する
部位は下顎骨，頚椎，肋骨からなる．下顎骨では下顎角は関節突起に対してごく僅かに後方にのびるに過
ぎず，一部の狭義のケトテリウム類のような顕著な下顎角の後方への伸長は獲得されていない．今回の標
本は最初期の狭義のケトテリウム類における下顎骨の形態情報を明らかにする点で重要である．

はじめに

群馬県西部に分布する中新統安中層群からは多くの脊椎

動物化石が産出することが知られており，クジラ類に関し

てもこれまでに多くの報告がある（宮崎, 1988；木村ほか, 

2003; Kimura and Hasegawa, 2010, 2019b, 2020など）． 

Joumocetus shimizuiはKimura and Hasegawa （2010）によって

群馬県高崎市吉井町（発見当時は多野郡吉井町）の鏑川河床

に分布する安中層群原市層より発見された標本（GMNH-

PV-2401）を基に記載された．その後，木村・長谷川（2019a）

は群馬県安中市の碓氷川河床に分布する安中層群原市層よ

り発見された化石についてJ. shimizuiの第二標本（GMNH-

PV-3456）として報告した．今回報告する標本は木村・長谷

川（2019a）によって記載された第二標本（GMNH-PV-3456）

と同一の岩塊より追加の剖出作業により得られた標本であ

る．その産状に加え，今回報告する標本と木村・長谷川

（2019a）で報告された標本と重複する部位が存在しないこ

とから，今回報告する標本は木村・長谷川（2019a）で報告

された標本（GMNH-PV-3456）と同一個体由来であると判断

される．

本論文では新たに同一個体由来として認識された化石に

ついて記載することを目的とする．これらは従来 J. shimizui

として記載された標本には含まれていなかった部位も含ま

れており，J. shimizuiの形態的特徴について追加情報をも

たらす点で重要と考えられる．なお，今回報告する標本

（GMNH-PV-3456）の分類学的検討については木村・長谷川

（2019a）を参照されたい．

収蔵機関の略号は以下のとおりである：GMNH, 群馬県

キーワード：ヒゲクジラ類，ケトテリウム科，Joumocetus shimizui，安中層群原市層，群馬県
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立自然史博物館．用語については主に植草ほか（2019）にし

たがう．また標本の3DスキャンはArtec Spider（Artec Group, 

Luxembourg）により行った．木村・長谷川（2019a）と同様

にスキャンデータはArtec Studio 13によりグローバル位置

合わせ，外れ値除去，シャープメッシュ化の標準的なスキャ

ンプロトコルにより処理し，Geomagic Sculpt v2019.2.50に

エクスポートした． 

標本の記載

Mysticeti Gray, 1864

Cetotheriidae Brandt, 1872 sensu Fordyce and Marx, 2013

Joumocetus Kimura and Hasegawa, 2010

Joumocetus shimizui Kimura and Hasegawa, 2010

図1－4

標本：GMNH-PV-3456，頭蓋（左右の耳周骨及び鼓室包を

含む），左下顎骨，頸椎，複数の肋骨断片からなる．なお，

これらのうち頭蓋（左右の耳周骨及び左鼓室包）については

木村・長谷川（2019a）において記載された．

産出地：群馬県安中市原市の碓氷川左岸（北緯36度18分50

秒，東経138度52分11秒）（木村・長谷川, 2019a）．

産出層及び年代：安中層群原市層．本標本は北村凝灰岩層

（11.79±0.08 Ma [黒雲母]: Odin et al., 1995）のやや上位，馬

場凝灰岩（11.26±0.09 Ma [黒雲母]，11.29±0.12 Ma　[サニ

ディン]: Odin et al., 1995）のやや下位にあたる層準より産

出した（木村・長谷川, 2019a）．

発見者：中島　一

下顎骨

左下顎骨の後部が保存されている．保存される部分の背

面及び内面は欠損がみられるが，腹面及び外面は保存良好

である（図1）．腹側縁の断面形状は概ね丸みを帯びており，

後端からおよそ90 mmより後方の部分では腹側縁の断面形

状はやや稜をなす．ただしこの部分については内外方向の

圧縮を受けているため，稜が本来の形態よりも見かけ上強

調されている可能性がある．下顎体（mandibular body）の背

腹方向の高さの変化は背側縁付近が破損しているため不明

瞭である．ただし保存前端付近の断面形態は下顎体の外面

から背面にかけて連続的に湾曲しており（図1E），欠損部

はそれほど大きくないと推定される．なお本標本の保存前

端の下顎体の高さは49 mmであり，これはJ. shimizuiのホ

図1．Joumocetus shimizui GMNH-PV-3456．
　下顎骨，3Ｄスキャン画像．A, 外面観，B, 背面観，C, 内面観，D, 後面観，E，Aに矢印で示した位置での断面形態（本来の骨表面が保存され
ていない部分は点線で示す）．スケールは5 cm．

60



群馬県の中新統安中層群原市層よりJoumocetus shimizuiの新たな標本の産出－第2報－

ロタイプ（GMNH-PV-2401）の右下顎骨中位部の下顎体の高

さ（51 mm）とほぼ同じである．このことも欠損部がそれほ

ど大きくないことの傍証となるであろう． 

関節突起（mandibular condyle）は高く，前述のように下顎

体の背側縁付近の欠損はそれほど大きくないと推定できる

ことから，関節突起の高さは下顎体の高さよりも顕著に高

いことが推定される（図1A）．関節突起は後方やや背方を

向く．後面観で関節突起は保存される背側縁付近が最も内

外幅が広い（図1D）．関節下溝（subcondylar furrow）は不明

瞭である．下顎角（mandibular angle）は関節突起よりもわず

かに後方までのびるが，一部の狭義のケトテリウム類（例

えばHerpetocetus属）で見られるような後方への下顎角の顕

著な伸長は獲得されていない．下顎角の内面には平坦面が

見られ，これは内側翼突筋の付着部（fossa for attachment of 

the pterygoid muscle）と考えられる．

頬骨

左の頬骨が良好に保存されている（図2）．保存前後長は

106 mmである．頬骨は背腹方向に薄い．内外幅では中位

が最も幅が狭く，14 mmである．後部において内方及び背

方への弯曲が強くなる． 

頚椎及び鼓室胞

本標本では環椎に右鼓室胞が密着しており，さらに鼓室

胞にはCosmopolitodus属と考えられるサメ類の遊離歯（髙桒

私信, 2020年11月20日）が密着した状態で発見された（図3）． 

環椎及び鼓室胞は図3に示すように本来の産状を保存する

ためそれぞれ分離されていない状態である．環椎は後面が

観察可能である．環椎の後関節窩（posterior articular fovea）

の背縁は丸みを帯びている．椎孔（vertebral foramen）の幅は

59 mmである．また棘突起（spinous process）は低い．鼓室胞

図2．Joumocetus shimizui GMNH-PV-3456．
　頬骨，3Ｄスキャン画像．A, 背面観，B, 外面観，C, 腹面観．スケー
ルは5 cm．

図3．Joumocetus shimizui GMNH-PV-3456．
　環椎及び鼓室胞，環椎の後面観．3Ｄスキャン画像．鼓室胞にはサ
メ類の歯が密着して保存されている．スケールは5 cm．

図4．Joumocetus shimizui GMNH-PV-3456．
　軸椎－第6頚椎，後面観．3Ｄスキャン画像．第6頚椎は他の頚椎に
対しておよそ90度左回転した状態で保存されている．スケールは5 
cm．
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は腹面及び内面が露出している．鼓室包の腹面では総苞稜

の発達が確認され，その外側には中央溝が見られる．

本標本では軸椎から第6頚椎が密着して保存されている

（図4）．ただし，それぞれの椎骨間での癒合は発達してい

ない．第6頚椎は他の頚椎に対しておよそ90度回転した状

態で保存されており，左の椎弓根（pedicle of arch of vertebra）

が保存されているが，軸椎から第5頚椎では椎弓は欠損し

ている．またそれぞれの椎骨では椎体（vertebral body）と骨

端板（vertebral epiphyses）が分離していることが確認でき

る．このことから本標本は若い個体の標本であることが推

定される（Moran et al., 2015）． 

議論

狭義のケトテリウム科を特徴付ける形質として下顎骨の

下顎角の後方への伸長が指摘されてきた（例えばBouetel 

and Muizon, 2006）．特にHerpetocetus属など一部の狭義の

ケトテリウム類は下顎角の後方への伸長は非常に顕著に発

達している（El Adli et al., 2014）．しかし狭義のケトテリウ

ム類の中でも下顎角の後方への伸長の程度は多様性があ

り，例えばCetotherium riabininiでは下顎角後端は関節突起

よりも後方に位置するものの突出の程度はHerpetocetus属

に比べてかなり少ない（Gol'din et al., 2014）．

Joumocetus shimizuiは狭義のケトテリウム類としては系

統的にも年代的にも最初期のケトテリウム類であり，頭頂

部において左右の頭頂骨が広く接するなど，狭義のケトテ

リウム科において祖先的な形態を保持している（Kimura 

and Hasegawa, 2010；木村・長谷川, 2019a）．J. shimizuiのホ

ロタイプでは下顎骨が保存されているものの下顎角及び関

節突起は欠損しており，その形態はこれまで不明であった．

今回報告する標本（GMNH-PV-3456）ではJ. shimizuiの下顎

角及び関節突起が保存されており，下顎骨の下顎角は関節

突起よりごくわずかに後方へ伸びるに過ぎないことが確認

できる．顕著は下顎角の後方への伸長が一部の狭義のケト

テリウム類で獲得された派生形質であることを考えると，

今回の標本により明らかとなったJ. shimizuiの下顎骨の形

態は前述のようにJ. shimizuiが狭義のケトテリウム類とし

ては最初期のものであることと整合的である．またMarx 

et al.（2019）では狭義のケトテリウム科における下顎角の形

態について議論する中で，初期のケトテリウム類である

Joumocetus属の下顎骨について，下顎角の突出はかなり限

られるという予想を示しているが，今回の標本はMarx et 

al.（2019）で示された予想を支持している．ところで今回の

標本では筋突起は欠損のため確認できないが，前述のよう

に下顎体の背側縁付近の欠損はそれほど大きくないと推定

される．これをもとにすると今回の標本の関節突起は下顎

体に比べてかなり高く，下顎切痕より関節突起にかけて急

に高くなることが推定される．このような高い下顎体は狭

義のケトテリウム科において共通してみられる形態である

（例えばJ. shimizui, Cetotherium riabinini, Herpetocetus morrowi, 

Herpetocetus scaldiensis, Piscobalaena nana, Tranatocetus 

argillarius, Tranatocetus meregermanicum）（Van Beneden, 1882; 

Bouetel and Muizon, 2006; Gol'din et al., 2014; El Adli et al., 2014; 

Gol'din and Steeman, 2015; Marx et al., 2019）．

今回新たに得られたJ. shimizuiの形態形質を加えて，J. 

shimizuiの系統的な位置づけを明らかにするため系統解析

を行った．系統解析では木村・長谷川（2019a）では

Tanaka et al.（2018）で用いられたマトリックスを基に系統

解析を行った．その後，Tanaka et al.（2020）ではTanaka et 

al.（2018）のマトリックスを一部修正したマトリックスによ

りヒゲクジラ類の系統解析を行っている．そこで本研究で

はTanaka et al.（2020）で用いられたマトリックスに今回報

告する部位より新たに明らかとなったJ. shimizuiの形態情

報を加えて系統解析を行った．なお，Tanaka et al.（2020）

では木村・長谷川（2019a）で新たに明らかとなったJ. 

shimizuiの形態形質についてもマトリックスには加えられ

ていない．したがって，Tanaka et al.（2020）のマトリック

スに対して今回の系統解析は合計で55の形態形質を追加し

ている．J. shimizuiの形質コーディングは以下の通りであ

る：

1011201011 1201111310 0 ? 0 1 0 1 - - - - - - - - - - - ? 1 0 

010?201200 000??00100 0 1 0 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 1 0 0 - 0 11 

? 1 2 11 ? 0 - 0 1 100??00100 10000?0?00 0 1 0 1 0 1 ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 0 1 0 0 1002100012 

0200040001 1001010001 11?0010120 ? 1 ? 11 0 ? ? 11 

11 0 1 ? 0 ? ? ? 0 1 0 ? - 1 0 1 0 3 0 0 0 ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? 11 0 11 0 11 

0 0 ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??10000000

系統解析はTNT version 1.5 （Goloboff and Catalano, 2016）

を用いて，Tanaka et al.（2020）と同一の条件で行った．解析

の結果，2941の最節約系統樹（tree length=1308, CI=0.277, 

RI=0.735）が得られた．これらの最節約樹の多数決合意樹

を図5に示す． 得られた結果はナガスクジラ科＋コククジ

ラ科からなるクレード内での一部の種間での違いはあるも

のの，基本的に木村・長谷川（2019a）と同様の結果であり，

狭義のケトテリウム科が単系統群であること，Isanacetus-

groupが単系統群では無いこと，ナガスクジラ科とコクク

ジラ科は単一のクレードを形成する単系統群であること，

J. shimizuiは初期の狭義のケトテリウム科であることが示
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図5．多数決合意樹(50% majority-rule consensus tree)．
　ノードの数字は最節約系統樹でそのノードが支持される割合を示す．ただし100%の場合は数字を示していない．
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唆された．また木村・長谷川（2019a）でも指摘されているが，

今回の結果でもTanaka et al.（2018, 2020）とは主にIsanacetus-

groupのヒゲクジラ類内での系統的な位置づけに違いが見

られた．これは木村・長谷川（2019a）及び今回の結果では，

狭義のケトテリウム科と一部のIsanacetus-group（Thinocetus 

arthritus, Diorocetus hiatus）がクラスタを形成し，それ以外

のIsanacetus-group（ただしAglaocetus moreniなど一部を除く）

はナガスクジラ科・コククジラ科とともに単一のクレード

を形成している．一方でTanaka et al.（2018, 2020）では狭義

のケトテリウム科及び一部のIsanacetus-group（Thinocetus 

arthritus, Diorocetus hiatus）からなるクレードはナガスクジ

ラ科・コククジラ科及び一部のIsanacetus-group（Uranocetus 

gramensis, Pelocetus calvertensis）と単一のクレードを形成し，

さらにそのクレードはその他のIsanacetus-groupとクレード

を形成する．今回の解析結果においてこれらクレードを支

持する形態形質は木村・長谷川（2019a）と同一であるため，

ここでは改めて議論しないが，初期の狭義のケトテリウム

類であるJ. shimizuiの形態形質がより詳細に明らかとなり，

多くの形質がコーディングされたことで，狭義のケトテリ

ウム科のヒゲクジラ類における系統的な位置づけがより明

確になったと考えることができるかもしれない．安中層群

からはこれまでにも多くのクジラ類化石が産出しており，

今後より保存の良い化石が発見されることで，J. shimizui

の系統的な位置づけやヒゲクジラ類の進化についてさらに

多くの知見がもたらされることが期待される．
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