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恐竜の成長スピードと生存戦略 

群馬県立高崎高等学校 新海健実 近藤征海 

要旨 

 恐竜も研究の目的のところでは人間と同じように「成長期」が存在する。また植物食恐竜と肉食恐

竜で違いが見られることから植物食恐竜は生存戦利略のひとつの手段として早い時期に巨大化した

のではないかと考えられる。さらに，現生の鳥類（恐竜の直系子孫）や哺乳類の成長パターンが恐竜

類と異なっていることから、生物を取り巻く生活環境の違いが成長パターンの相違との関係している

可能性があると考えられる。 

 

第一章 はじめに 

  第一節 研究の動機 

私たちは，２０１６年に群馬県立自然史博物館で開催された企画展「超肉食恐竜 T．rex を見学し

た。その展示ガイドブック（群馬県立自然史博物館, 2016）に「T．rex の寿命はどれくらいだったの

か？」という獣脚類の成長に関する記事があった。これを読み，私たちでも文献・論文を調査し，ほ

かの恐竜の成長の過程を可視化できないだろうかと考え，今回の研究を行った。 

   

第二節 研究の目的 

標本観察、ならびに既存の文献を用いて恐竜の成長パターンを調べて、その生存戦略について検討

する。さらに，近年話題になっている「鳥類の祖先は獣脚類の恐竜の一部である」という一説に基づ

き，鳥類と獣脚類の成長曲線を調べ，類似点がないか確かめ，かつ，哺乳類である私たちヒトとの関

係性も調べていく。 

第二章 展開一 恐竜の成長パターンの検討 

第一節 先行研究の調査 

研究を進めるにあたり，文献・論文から過去の研究で使われた測定方法を調べた 

①骨化石を切り断面の骨組織に残された成長停止線を観察して，年齢を割り当てる。 

骨化石の断面を切断すると木の年輪のようなものが見られる。これは成長停止線(図１)とよ

ばれ，生物の成長過程を示している。この成長停止線は一年で一回の

割合で木の年輪のように増えていくため，その変化量を観察しグラフ

化する【p.２５５; Fastovsky and Weishampel, 2015】。 

 

 

 

       

 

図１ 骨化石の断面に見られる恐竜の成長停止線（黄色い矢印） 
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② 大腿骨・上腕骨の円周から体重を割り当てる 

アレクサンダー（1991）では、現生動物から体質量を求める等式を割り出し、そこに値を代

入していく方法が紹介されていた。 

「アンダーソン・チームが選んだのは、四肢の上部の骨，上腕骨と大腿骨（図２）の円周であっ

た。これらの骨の骨幹の半ばほどの最も細い箇所の円周を計り，（彼らの四足動物の研究では）

二つの値を合計した。･･･四足動物の種類によって，前肢と後肢に体重をかける比率が異なるか

らだ。･･･これをもとにして骨の円周から体質量を見積もることができる。目的に適した形の等

式に表すと 

体質量㎏＝０．００００８４×(円周の合計mm)２．７３ 

･･･二足動物に関しては，別の線が必要である。アンダーソン・チームは四足動物の等式を修正

して，二足動物の等式を作った。大腿骨の円周だけを用い（二足動物は後肢だけで歩くから）， 

     体質量 kg＝０．０００１６×（大腿骨の円周mm）２．７３」 

【著：R.M.アレクサンダー(１９９１)（坂本憲一訳）『恐竜の力学』 p.３６－３９から引用。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blog.goo.ne.jp/.../e/5d6117c41117f2f7e0a7228b97da07bb   blog.goo.ne.jp/jura2007/c/.../2 

図２ 四足恐竜・二足恐竜の上腕骨・大腿骨の位置（赤丸：上腕骨 青丸：大腿骨） 

 

今回著者は②の方法を用いて年齢と体重の増加に関するグラフ化を行った。 

  

第二節 仮説 

 ・恐竜も人間と同じように急激に成長する時期がある。 

 

 第三節 測定 

筆者らの仮説を検証するために、群馬県立自然史博物館に所蔵されている以下の標本について観

察と計測を実施した。 

・マイアサウラ（植物食恐竜）(図３・４)の大腿骨 

（推定年齢０歳、0.１歳、0.2 歳、0.6 歳、1.6歳、4 歳、13 歳）（図５） 

・カマラサウルス（植物食恐竜）（図６・７）の上腕骨・大腿骨（幼体・成体）（図８） 

 

これらの測定値を②に従って体重の推定値を出し，マイアサウラ（二足歩行），カマラサウルス

（四足歩行）の成長パターンをグラフ化する。 
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www.dino-nakasato.org/index.php?key=jo2396hdb-21 

図３ マイアサウラの化石        図４ マイアサウラ Maiasaura peeblesorum 

                         分類：鳥盤目-鳥脚類-ハドロサウルス科 

学名の意味：良い母親のトカ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 今回用いたマイアサウラの大腿骨（左から順に 0 歳～4 歳 13 歳は除いている） 

 

 

www.geocities.co.jp/NatureLand/5218/maiasaura.

html 

 



 4 / 10 

 

 

 

 

図７ カマラサウルス Camarasaurus sp. 

分類：竜盤目-竜脚形類-カマラサウルス科 

学名の意味：空洞をもつトカゲ  

 

図６ 今回計測したカマラサウルスの化石 

 

 

図８ 今回計測したカマラサウルスの幼体の橈骨・大腿骨 

 

 

 

www.dd-lib.net/ 
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第四節 結果 

（１）マイアサウラについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９②の方法で出したマイアサウラの成長曲線       図１０ ①の方法で出されたグラフ 

 

（図９）は著者が②の方法で導き出したマイアサウラのグラフ。（図１０）は①の方法で導き出さ

れたマイアサウラのグラフである【Woodward et al.(２０１５)】。なお、（図９），（図１０）は共に縦

軸を体重としているが、本研究で得られたグラフ（図９）は縦軸を対数で取っている。ただし、グラ

フのおおよその形は類似している。 

 

 (2)カマラサウルスについて 

 

 

成体…１６４４０.３kg＝１６．４４トン       

より 10 代前半（矢印赤） 

幼体…２２１．３ｋｇ＝０．２２トンより一歳未

満（矢印青） 

 

 

図１１ Griebeler et al., 2013 年 

マイアサウラ kg log10(体重）kg 

（ふ化直前） 1.428438 0 

（生後３週間） 5.539223 0.1 

（生後 6週間） 46.1445 0.2 

（生後 6か月） 139.5883 0.6 

（1才 6か月） 137.0625 1.6 

（４才） 828.4408 4 

成体（10代前半） 3398.566 13 
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また，カマラサウルスは標本が２個体しかなかったためグラフ化できなかったが，左の（図１１：

Griebeler et al., 2013 年）のグラフと②の計算方法から大まかな年齢を推定したところ，体重が約１

６トンと出たカマラサウルスは１０代前半，約２２１ｋｇと出たカマラサウルスは一歳未満と推定で

きる。 

第五節 考察 

・マイアサウラは対数に置き換えて近似曲線を描いたところ，早い段階での急激な成長が見られた（図

９）。 

・骨断面に見られる成長停止線の測定から描かれたグラフ（図１０; Woodward, et al., 2015）でも、

マイアサウラの急激な成長が確認できる。（図９）と（図１０）の成長曲線の形は近似しており，

マイアサウラに急激な成長があったことは明らかだといえる。 

・カマラサウルスについては、（図１１）のグラフから２点の標本の体重と年齢は推定できたものの、

推定年齢の範囲が広いため、急激な成長があったかどうかは今回の研究で得られたデータからは判

断できない。 

 

第三章 展開二 肉食恐竜と草食恐竜の成長曲線の比較 

 次に、著者は展開一で割り出したマイアサウラの成長曲線と過去の研究で求められたティラノサ

ウルス（図１２・１３）の成長曲線を比べた。 

www.geocities.co.jp/NatureLand/5218/tirano.html  d.hatena.ne.jp/HueyAndDewey/20110822/p1 

図１２ ティラノサウルス Tyrannosaurus rex      図１３ ティラノサウルスの化石 

分類：竜盤目-獣脚類-ティラノサウルス科 

学名の意味：暴君のトカゲ 

 

第一節 仮説 

 ・植物食恐竜は肉食恐竜に捕食されないよう，肉食恐竜よりも早い時期に急激な成長がみられる。 

 

第二節 測定 

   展開二で用いた資料は以下のとおりである。 

  ・展開一で出したマイアサウラの成長曲線（図９） 

  ・Erickson et al.(2004)の figure ２で示されたティラノサウルス類の成長曲線。 
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第三節 結果 

図１４ ティラノサウルスとマイアサウラの成長曲線の比較 

 

（図１４）のグラフから両者とも急激な成長を示す時期がある。ただし、マイアサウラではティラ

ノサウルスより早い時期に急激に成長していることがわかる。 

 

第四節 考察 

２種類とも早い段階での急激な成長をしているため、より早く成体に近い体重となって、周りの環

境や生態系に慣れようとしていたと考えられる。 

 マイアサウラはティラノサウルスより早い段階での成長を示している。これは、より早く成長する

ことで植物食恐竜が肉食恐竜から身を守るための成長戦略の一つであると考えられる。 

 

第四章 展開三 鳥類・哺乳類（人間）との成長曲線の比較 

著者はさらに現代に生きる生物と恐竜との関係をこの成長曲線を通してみていきたいと思った。

「鳥類の祖先は獣脚類の恐竜の一部である」という一説をもとにニワトリ（採卵鶏)と人間を現代の

生物として用いて調べ，同じくグラフ化しそれぞれを恐竜の成長と比較した。 

 

第一節 仮説 

・人間・ニワトリ・恐竜には成熟年齢に達するまでの成長量の変化には大きな違いがあるはずだ。 

 

第二節 測定 

 展開三でニワトリと人間の成長曲線を描くのに用いたデータは厚生労働省ならびに一般社団法人

日本食鳥協会のウェブページからの引用である。 

・人間：厚生労働省（身体状況調査） 
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http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21/eiyou

chousa/keinen_henka_shintai.html  

・ニワトリ：一般社団法人日本食鳥協会 

http://www.j-chicken.jp/museum/arekore/05.html 

 ・展開二で提示した恐竜類の成長曲線（図１４）  

 

これらのデータをもとに成熟体重を１としたときの年齢の割合に対する成熟体重を１としたと

きの体重の割合をグラフ化した。 

 

第三節 結果 

図１５ ティラノサウルス・マイアサウラ・ニワトリの成長曲線の比較 

図１６ティラノサウルス・マイアサウラ・人間（男性・女性）の成長曲線の比較 
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（図１５）の恐竜とニワトリの比較では鶏は恐竜より早い時期での急激な成長が見られる。（図１

６）の恐竜と人間との比較では人間は恐竜との間で成長の変化量が異なり，男性と女性とでもより成

長する時期がずれていることがわかる。恐竜類では、成長した個体に見られる性差については T.rex

等で議論されているが、成長過程において性差が見られるかどうかは議論できるだけの標本が揃って

いないのが現状である。 

 

第四節 考察 

人間とニワトリと恐竜には，成熟年齢に対する体重の増加の仕方に大きな差がある。これは現代の

生活環境と中生代の環境の差に起因すると考えられる。また，爬虫類から鳥類，あるいは爬虫類段階

（単弓類）から哺乳類へと進化した際の影響としても見ることができる。 

 

第四章 まとめ 

全体の考察 

 恐竜は全般的に，幼いうちに急激な成長をしていたため、その当時の生活環境にうまく適応できた

と考えられる。特に草食恐竜は肉食恐竜よりも早い段階で成長するという有利な生存戦略が備わって

いたと考えられる。つまり，現代の生物と恐竜とでは，周囲の環境の差異や進化のパターンにより成

長曲線にも大きな差が現れると推定される。 
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