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要旨：本論文では沖縄県宮古島の島尻層群大神島層（上部中新統：N17）より産出したヒゲクジラ類化石につ

いて記載を行う．この化石はこれまで安谷屋（1977）などにおいて「シマジリクジラ」と呼称されてきた標本

である．これまで琉球諸島，台湾や東南アジア地域においてクジラ類化石の報告は非常に少なく，この点で

本標本は重要である．本標本は吻部の大部分を欠く頭蓋からなり，左右の耳周骨及び左鼓室胞は頭蓋の本来

の位置に保存されている．骨表面には摩耗や破損がみられ，このため縫合などを認識することは困難な部分

もみられるが，下記のようなナガスクジラ科に特徴的な形態を明瞭に認識することができる：（1）前頭骨は

頭頂部より外方へ急角度で傾斜する，（2）耳周骨の蝸牛殻は内方へ強く伸長する，（3）外側観で頭頂骨の前

端は上顎骨の上行突起後端よりも前方に位置する．ナガスクジラ科に含まれる各属と比較すると，本標本で

は頭頂部における前頭骨の高まりの部分の幅が狭い，上顎骨上行突起が細長い，鱗状骨頬骨突起が前外方を

向き細長い，耳周骨後突起は末端に向かって顕著に幅広くなるという形質がみられることからナガスクジラ

（Balaenoptera）属及び Diunatans属とは明瞭に区別される．また本標本はザトウクジラ（Megaptera）属とは鼻骨

や前上顎骨の後端部分が非常に細長い点で，Archaeobalaenoptera属とは上後頭骨上の隆起の発達を欠く点で，

Parabalaenoptera属とは前頭骨の眼窩上突起前縁が直線的ではなく後方に凹む点で， Plesiobalanoptera属とは耳

周骨後突起が末端に向かって顕著に幅広くなる点で，Protororquals属とは上後頭骨前端の外形は幅広く，鋭角

的ではない点で，“Megaptera” hubachiとは細長い鼻骨を持つ点及びより強く内方へ伸長した蝸牛殻を持つ点で，

“M.” miocaenaとは上後頭骨の衝上があまり発達しない点で，それぞれ区別される．ここでは本標本をナガス

クジラ科の属不明の未定種として報告する．

キーワード : ヒゲクジラ類，ナガスクジラ科，島尻層群，後期中新世，宮古島，沖縄県
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はじめに

宮古島に分布する島尻層群からはこれまでにクジラ類を

はじめ長鼻類や軟骨魚類など脊椎動物化石の産出が報告さ

れている（長谷川ほか , 1973, 1978；上野ほか , 1974；大城・

長谷川 , 1998など）．今回報告する標本（以下，本標本）

は宮古島の島尻層群より 1973年 8月，沖縄第四紀地質調

査団（高安克己ほか）並びに地元地学愛好会（安谷屋昭ほか）

によって発掘され，クリーニング後，宮古島市総合博物館

で長年保存展示されていた．しかしこれまでの調査研究が

予察的記載（シマジリクジラと呼称）のままであったこと

から，標本のクリーニングを進めるととも風化等による破

損に備えるために標本の強化を行い，さらに分類学的研究

を行うため，宮古島市総合博物館の積極的計らいで，初め

のクリーニングの段階から指導した大阪市立自然史博物館

地史研究室の外来研究員樽野博幸氏にクリーニング及び標

本の強化を依頼した．

これまで本標本は沖縄第四紀調査団・沖縄地学会編

（1975），安谷屋（1977） ，平良市教育委員会編（1982）で

産出及び特徴について言及され，ナガスクジラ科である可

能性が指摘されてきた．また矢崎・大山（1979）など複数

の論文等においても産出について言及されてきた．宮古島

北部の島尻海岸で発見されたことから（図 1），その発見

地に由来して本標本は「シマジリクジラ」と呼称されてい

る．本標本は 1977年に平良市（当時：2005年より宮古島市）

の天然記念物に指定され，現在は宮古島市総合博物館に寄

託標本（宮古島市総合博物館　地史地質　登録番号 1）と

して保管されている（所蔵者：安谷屋昭）．なお本標本は

2015年度，宮古島市総合博物館に寄贈される予定である．

宮古島産のクジラ類化石に注目すると，長谷川ほか 

（1973）は島尻層群より産出した 1標本（肋骨）及び島尻

層群より洗い流されたと推定される椎骨等 4標本について

報告した．本標本の産出地点は長谷川ほか（1973）の肋骨

標本産出地点のごく近隣である．また本標本の産出地点と

同一地点より Hanzawa （1935）もクジラ類化石を採取した

ことを矢崎・大山（1979）は言及している．

本標本は島尻層群大神島層島尻泥岩より産出した（矢崎・

大山 , 1979）．宮古島に分布する大神島層は浮遊性有孔虫

化石帯の N17に対比されることから（矢崎・大山 , 1979;

兼子 , 2007），本標本の地質年代は後期中新世である．本

標本の発見経緯などについては沖縄第四紀調査団・沖縄地

学会編（1975）及び安谷屋（1977）が報告している．本論

文では本標本についての記載及び分類学的な検討を目的と

する．なお安谷屋（1977）では本標本の産出地点を "A地

点 "とし，これとは別に "A地点 "から約 50m離れた "B

地点 "からも下顎骨，肋骨，椎骨などからなるクジラ類化

石の産出について言及しているが，この "B地点 " 産標本

については機会を改めて扱う． 

標本の記載

Cetacea Brisson, 1762

Mysticeti Flower, 1864

Balaenopteridae Gray, 1864

Balenopteridae gen. et sp. indet.

ナガスクジラ科の未定種

図 2～図 6, 図版 1

Abstract： We report a new fossil mysticete, previously referred to as the "Shimajiri whale" (e.g., Adaniya, 1977), from 
the Upper Miocene of Miyako Island, Okinawa, Japan. The new material was recovered from the O- kamishima Formation 
(Shimajiri Group), which is correlative with foraminiferal Zone N17. Very little cetacean material has been described 
from the Ryukyu Islands and the wider area of Southeast Asia, making this an important find. The specimen consists of a 
fragmentary cranium including both periotics and the left tympanic bulla, but missing the rostrum and the left zygomatic 
and supraorbital processes. The surfaces of most of the bones are badly eroded and reveal little sutural detail. Nevertheless, 
the specimen can be confidently identified as a balaenopterid based on (1) its abruptly depressed supraorbital process, (2) 
cranially elongated pars cochlearis and (3) the overlap of the maxilla and parietal bones in lateral view. Potential generic 
assignments are more difficult to judge. The narrow vertex, slender ascending process of the maxilla, laterally oriented 
zygomatic process and distally expanded posterior process of the periotic may be primitive for Balaenopteridae, and argue 
against a referral to Balaenoptera or Diunatans. The specimen furthermore differs from Megaptera in having a much 
narrower nasal and ascending process of the premaxilla; from Archaebalaenoptera in lacking well-developed tuberosities 
on the supraoccipital; from Parabalaenoptera in having a distinctly concave anterior border of the supraorbital process of 
the frontal; from Plesiobalaenoptera in having a distally expanded posterior process of the periotic; from Protororqualus 
in having a blunt apex of the supraoccipital; from “Megaptera” hubachi in having narrower nasals and a cranially more 
expanded pars cochlearis; and from “M.” miocaena in having a less anteriorly projected supraoccipital. Pending further 
study, we therefore preliminarily refer the specimen to Balaenopteridae gen. et sp. indet.

Key Words：Mysticeti, Balaenopteridae, Shimajiri Group, Late Miocene, Miyako Island, Okinawa Prefecture
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標本：頭蓋（cranium），左右の耳周骨（periotics）及び左

鼓室胞（tympanic bulla）を含む．宮古島市総合博物館寄託

標本（宮古島市総合博物館　地史地質　登録番号 1：安谷

屋昭所蔵）． 

産出地：沖縄県宮古島市（発見当時は平良市）島尻海岸（北

緯 24度 52分 37秒東経 125度 17分 46秒）（図 1）．

産出層及び年代：島尻層群大神島層島尻泥岩（矢崎・大山 , 

1979）．後期中新世 , N17 （矢崎・大山 , 1979;兼子 , 2007）.

発見者：安谷屋昭

発見日：1973年 8月 28日

本標本は脳函部を中心とした比較的よく保存されたヒゲ

クジラ類の頭蓋からなる（図 2，図版 1）．吻部の大部分を

欠損するものの，左鼓室胞及び左右の耳周骨は頭蓋より分

離せず本来の位置に保存されている．骨表面にみられる摩

耗や破損の影響により頭蓋を構成する各骨間の縫合などを

認識することが困難な部分がある． 

前上顎骨（premaxilla）は欠損する．上顎骨（maxilla）

は基部付近の一部が保存されている．背側観では上顎骨の

上行突起（ascending process of maxilla）は大部分が欠損す

るが，頭頂部付近の前頭骨上に上行突起と縫合する部分を

示すと考えられる前後方向にのびる溝状の構造がみられ

る（図 2, 3）．この構造から左右の上顎骨後部は互いにご

く接近していたと推定される．また頭頂骨との位置関係か

ら，上行突起の幅は狭かったと推定される．頭頂部におけ

る上顎骨後端と前上顎骨，鼻骨（nasal），前頭骨（frontal）

などとの相対的な位置関係や上顎骨後端の後退程度につい

ては破損のため明瞭に観察することができないが，後述の

ように左前頭骨では頭頂部において本来の前頭骨と頭頂骨

表面と考えられる部分が保存されており（図 3），この部

分よりも後方に中央吻部要素（前上顎骨，上顎骨，鼻骨）

の後端が後退していたとは考えにくい．頭頂部における左

前頭骨の本来の骨表面は前眼窩突起（antorbital process of 

frontal）付近の位置であることから，中央吻部要素の後退

はあまり顕著ではないと推定される．腹側観では左右の上

顎骨の間に鋤骨（vomer）が幅狭く露出している．腹側観

で上顎骨は後方で口蓋骨（palatine）と接する．外側観で

は上顎骨と前頭骨との間に涙骨（lacrymal）が位置すると

考えられる間隙が確認されるが，本標本では涙骨自体は欠

損している． 

口蓋骨は幅広く頭蓋腹面に露出する．口蓋骨と上顎骨と

の縫合は右が良好に保存されるが，左は一部破損がみられ

る．良好に保存される右口蓋骨より推定すると，両者の

間の縫合は後方に凸の浅い V字型を呈すると考えられる．

口蓋骨の前端は前頭骨の前眼窩突起の位置に達する．口蓋

骨は後方で翼状骨（pterygoid）と接すると考えられるが，

両者の間の縫合は明確ではない．

翼状骨は鱗状骨（squamosal）の前方に保存されており，

その前方では口蓋骨と接するが，前述のように破損により

縫合を認識できない．右翼状骨の大部分は欠損するが，翼

状骨窩（pterygoid fossa）に充填された堆積物により翼状

骨窩の内部鋳型が保存されている．また左右ともに底後頭

骨稜（basioccipital crest）の前方に翼状骨上側板（superior 

lamina of pterygoid）が保存されていると推定されるもの

の，骨表面の摩耗・破損のためはっきりと認識することは

困難である．同様に破損のため翼状骨は偽卵円孔（foramen 

pseudo-ovale）の前縁を構成するかどうかもはっきりと認

識することはできない．

鼻骨は左鼻骨の後部と推定される断片が保存されている

が（図 3, 4），破損のため明瞭に確認することはできない．

前述のように，左鼻骨及び左前頭骨の相互の位置関係より

鼻骨後方には前頭骨が頭蓋背面に露出すると考えられる．

保存される鼻骨と推定される断片の後端は眼窩前縁付近に

位置する．

前頭骨は左右ともに保存されており，右前頭骨では眼窩

上突起（supraorbital process of frontal）が良好に保存され

図１．標本産出地点位置図．国土地理院 2.5 万分の 1 地形図「西平
安名岬」を使用．
Figure 1. Map showing the fossil locality. (adapted from 
1:25,000-scale quadrangle map “Nishihennazaki”, published 
by the Geospatial Information Authority of Japan).
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ている．前頭骨の背面は頭頂部より外方に向かって急角度

で傾斜し，その外方でほぼ平坦となる．頭頂部における前

頭骨の高まり部分の幅は狭い．眼窩上突起は前後方向に幅

広い．眼窩縁付近は破損がみられるものの，鱗状骨の頬骨

突起（zygomatic process of squamosal）や上顎骨基部との位

置関係より，欠損の程度は少ないと推定される．背側観で

眼窩上突起の後縁は眼窩縁付近でごく僅かに後方に湾曲す

るが，大部分は直線的である．頭頂部付近では頭蓋背面の

大部分が破損により失われ，本来は前上顎骨，上顎骨，鼻

骨及び頭頂骨に覆われていた前頭骨が多くの部分で露出し

ている．これらの部分では前頭骨表面に欠損する各骨が縫

合していたと考えられる縦溝がみられる．前述のように左

前頭骨では頭頂部付近の本来の骨表面と考えられる部分が

一部保存されており，これから頭頂部では鼻骨と頭頂骨

（parietal）の間には前頭骨が狭く露出していたと考えられ

る． 

頭頂骨は脳函外側面を広く構成し，後方では鱗状骨と接

する．頭頂骨の前端は上顎骨上行突起後端よりも前方まで

伸び，少なくとも眼窩前縁付近の位置まで達するが，破損

の影響により詳細は不明瞭である．また前頭骨との縫合も

一部を除き確認することは困難である（図 2-4）．頭頂部

では右頭頂骨において本来の骨表面と考えられる部分が保

（前ページキャプション）
図２．島尻層群産ナガスクジラ類．頭蓋．A, 背側観；B, 腹側観；C, 右外側観．破線は推定．灰色部はマトリックス．略号： apf, 前眼窩突起；
bcc, 底後頭骨稜；boc, 底後頭骨；c, 後頭顆；exoc, 外後頭骨；fm, 大後頭窩；fpo, 偽卵円孔；fr, 前頭骨；mx, 上顎骨；na, 鼻骨；pa, 頭頂骨；pal, 
口蓋骨；pe, 耳周骨；pgp, 関節後突起；pp, 耳周骨後突起；ppf, 後眼窩突起；pt, 翼状骨；ptf, 翼状骨窩；soc, 上後頭骨；sq, 鱗状骨；tyb, 鼓室胞；
zyg, 鱗状骨頬骨突起．
Figure 2. Balaenopteridae gen. et sp. indet. from the Upper Miocene O

-
kamishima Formation, Miyako Island, Japan. Cranium in A, 

dorsal; B, ventral; and C, right lateral views. Dashed lines denote inferred sutures, grey areas parts of the specimen covered by matrix. 
Abbreviations: apf, antorbital process of frontal; bcc, basioccipital crest; boc, basioccipital; c, occipital condyle; exoc, exoccipital; fm, foramen magnum; fpo, 
foramen pseudovale; fr, frontal; mx, maxilla; na, nasal; pa, parietal; pal, palatine; pe, periotic; pgp, postglenoid process of squamosal; pp, posterior process of 
periotic; ppf, postorbital process of frontal; pt, pterygoid; ptf, pterygoid fossa; soc, supraoccipital; sq, squamosal; tyb, tympanic bulla; zyg, zygomatic process 
of squamosal.

図３．島尻層群産ナガスクジラ類．頭蓋の頭頂部付近．背側観．灰色ドット部は頭頂部における前頭骨及び頭頂骨の本来の骨表面が保存されて
いる部分を示す．破線は推定．略号：fr, 前頭骨；mx, 上顎骨；na, 鼻骨；pa, 頭頂骨；soc, 上後頭骨．
Figure 3. Balaenopteridae gen. et sp. indet. from the Upper Miocene O

-
kamishima Formation, Miyako Island, Japan. Line drawing 

of the skull vertex and surrounding area in dorsal view. Dashed lines denote inferred sutures, hatched areas portions of the frontal and parietal preserving the 
original bone surface. Abbreviations: fr, frontal; mx, maxilla; na, nasal; pa, parietal; soc, supraoccipital.
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存されており（図 3），これにより頭頂部では前頭骨と上

後頭骨の間に頭頂骨が露出していたことが確認できる．た

だし前述の左前頭骨で保存されている本来の前頭骨の骨表

面と考えられる部分および上後頭骨との位置関係を考える

と，その幅は狭いと推定される．

右鱗状骨は比較的良好に保存されている．鱗状骨の頬骨

突起は細長く，ごく僅かに湾曲して，前外方を向く．外側

観で頬骨突起前部は僅かに腹方を向く．ただし頬骨突起前

端付近は僅かに欠損している．鱗状骨前端付近には偽卵円

孔が左右ともに保存されている．ただしその周囲を構成す

る骨は明瞭に確認することができない．外側観で関節窩

（glenoid fossa）はナガスクジラ科に典型的にみられるよう

に深く凹む．後関節突起（postglenoid process）は腹側部分

を一部欠損する．後関節突起は僅かに外側にねじれており，

保存された部分より後関節突起と下顎骨との関節面は僅か

に内方を向いていたと推定される． 

後頭骨（occipital）は比較的良好に保存されている．背

側観で上後頭骨（supraoccipital）外側縁は左では破損し

て いるが，右では破損はごく少なくほぼ本来の外形を

保存していると考えられる．背側観で後頭骨は前方に凸

の三角形状を呈している．上後頭骨の前縁部分は破損の

ため形態はやや不明瞭であるが，前端付近は比較的幅広

く，広義のケトテリウム類などでみられるような鋭角的な

前端形状ではなかったと推定される．上後頭骨前端はお

よそ眼窩中央よりもやや前方の位置に達する．外後頭骨

（exoccipital）は後方にやや突出し，後端は後頭顆（occipital 

condyle）よりも僅かに後方に位置する．腹側観では底後

頭骨（basioccipital）が確認できるが，破損により詳細は

不明瞭である．

底蝶形骨（basisphenoid）は底後頭骨の前方に保存され

ていると推定されるが，破損のため明確に確認することが

できない．また翼蝶形骨（alisphenoid）は破損・摩耗の影

響により不明瞭であるが，側頭面において露出しないと推

定される．

耳周骨は前述のとおり左右ともに頭蓋より分離していな

い．また左鼓室胞も頭蓋の本来の位置に保存されているた

め，左耳周骨の大部分は観察できない．右耳周骨は前突起

（anterior process）の一部，蝸牛殻（pars cochlearis）及び後

突起（posterior process）を観察することができる（図 5）．

前突起は少なくとも蝸牛殻の前後長よりも大きく，前方へ

のびる．蝸牛殻はナガスクジラ科で典型的にみられるよう

に内方に向かって顕著に伸長する．蝸牛殻の後腹側面には

正円窓（fenestra rotunda）が開口する．正円窓は小さくて

円形であり，正円窓より内方に向かって溝状の構造が長く

発達する．左耳周骨では後突起が鼓室胞後突起とともに末

端に向かって顕著に幅広くなり，頭蓋側面に大きく露出す

ることが確認できる（図 6A）．

左鼓室胞は良好に保存されているが，頭蓋より分離して

おらず本来の位置に保存されているため背面等の観察はで

きない（図 6）．鼓室胞はふくらみが強く，セミクジラ類

などのように背腹方向の圧平はみられない．腹側観で前縁

部分は僅かに前方に凸の外形を呈する．同様に後縁部分も

後方へ凸の外形をなす．鼓室胞前外側部はつよく膨らみ，

前外側拡張（anterolateral expansion: Bisconti, 2010, 2013）

が発達する．S状突起は大きく，鼓室胞の前後軸に対して

直交する方向にのびる．内側観で主稜は後縁から前縁まで

明瞭に発達する．また堆積物に一部覆われているため明瞭

に確認できない部分もあるが，本標本では少なくともザト

ウクジラ属でみられるような背側後突出（dorsal posterior 

prominence）の顕著な発達はみられない．後突起は後外方

へ伸び，末端は頭蓋側面に露出する．後突起は末端に向かっ

て太くなる．

議論

本標本では前頭骨の背面が頭頂部より眼窩上突起へ急傾

斜するという形質がみられるが，これはナガスクジラ科に

図４．島尻層群産ナガスクジラ類．頭蓋の頭頂部付近．前外背側観．
破線は推定．略号：fr, 前頭骨；mx, 上顎骨；na, 鼻骨；pa, 頭頂骨；
soc, 上後頭骨．
Figure 4. Balaenopteridae gen. et sp. indet. from the Upper 
Miocene O

-
kamishima Formation, Miyako Island, Japan. Skull 

vertex and surrounding area the vertex in oblique anterolateral view. Dashed 
lines denote inferred sutures. 
Abbreviations: fr, frontal; mx, maxilla; na, nasal; pa, parietal; soc, 
supraoccipital.
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5cm
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pgl
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図５．島尻層群産ナガスクジラ類．右耳周骨（頭蓋より分離されていない）付近．腹側観．略号 : ap, 前突起；bcc, 底後頭骨の底後頭骨稜；fro，
正円窓；pc, 蝸牛殻；pgl, 鱗状骨の関節後突起；pp, 後突起；sq, 鱗状骨．
Figure 5. Balaenopteridae gen. et sp. indet. from the Upper Miocene O

-
kamishima Formation, Miyako Island, Japan. Right periotic 

in ventral view. Abbreviations: ap, anterior process of periotic; bcc, basioccipital crest; fro, fenestra rotunda, pc, pars cochlearis; pgl, postglenoid process of 
squamosal; pp, posterior process of periotic; sq, squamosal.

特徴的にみられる派生形質である（Miller, 1923など）．さ

らに耳周骨では蝸牛殻が内方に伸長するというナガスク

ジラ類に典型的に発達する形態を示している（Geisler and 

Luo, 1996；Demere et al., 2005；Bisconti, 2010；Marx, 2011

など）．ただしこの形質はナガスクジラ科全体の共有派生

形質ではなく，初期のナガスクジラ類の中にはこの形質を

持っていないものもみられる（木村ほか , 2014）．また本

標本では外側観で頭頂骨前端は上顎骨上行突起後端よりも

前方に位置するが，これもナガスクジラ科に特徴的な形態

である．これらの形質により本標本はナガスクジラ科であ

ると判断される．

次にナガスクジラ科内において比較を行う．本標本

では正円窓が円形で小さく，蝸牛小管外口（aperture for 

cochlear aqueduct）は観察できないものの，少なくとも正

円窓と蝸牛小管外口は大きく離れて開口していることが確

認できる．Ekdale et al. （2011）では比較対象が現生ヒゲク

ジラ類に限定されるものの，このような形質をザトウクジ

ラ属（Megaptera）の特徴として指摘している．また，破

損により不明瞭ながら，本標本では翼蝶形骨は露出しない

と推定されるが，これも現生ナガスクジラ類ではザトウク

ジラ属のみにみられ，ナガスクジラ属（Balaenoptera）に

はみられない形質である（大石 , 1999）．しかしながら後

述のようにザトウクジラ属とは明らかに異なる形質も見ら

れる．

ナガスクジラ科では頭頂部において前頭骨は上顎骨，鼻

骨などとともに平坦面を形成しており，その外方の眼窩上

突起の背面に比較して顕著に高い．本標本ではこの頭頂

部における高まりの幅がナガスクジラ属，ザトウクジラ

属，Diunatans 属，"Megaptera" miocaena, "Megaptera" hubachi

に比較して顕著に狭いという特徴がみられる．本標本と

類似した形態は Parabalaenoptera 属，Protororquals 属，

Cetotheriophanes属で確認することができる．頭頂部にお

ける前頭骨などによる高まりの形成はナガスクジラ科に

おいて獲得された派生形質であることや，現生属において

顕著に幅広く発達していることを考慮すると，本標本など

にみられる形質状態はナガスクジラ科において祖先的な

形質であると考えられる．また本標本では上顎骨上行突

起及び鼻骨が細長く，ナガスクジラ属，ザトウクジラ属，

Diunatans属でみられるような幅の広い形態とは顕著に異

なるが，この形態も頭頂部における前頭骨の高まりが幅が

狭いことに対応していると考えられる．

また本標本では鱗状骨の頬骨突起が細長く，前外方を向

く．ナガスクジラ科において頬骨突起の形態を比較すると

ナガスクジラ属では本標本に比較して顕著に太い頬骨突起

を獲得している．またザトウクジラ属では頬骨突起は背側

観で顕著に湾曲し，前方を向く点で本標本とは明瞭に異な

る．同様の背側観で顕著に湾曲し，前方を向く頬骨突起

は Parabalaenotera属や "M." hubachiでもみられる．また

Diunatans属では頬骨突起は著しく短く，ほぼ前方を向く

点で明瞭に本標本とは異なる．本標本と同様の頬骨突起の

形態はナガスクジラ類の祖先の系統を含むと考えられてい

るイサナケタスグループ（広義のケトテリウム科のうち狭
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図６．島尻層群産ナガスクジラ類．左鼓室胞（頭蓋より分離されていない）付近．A, 腹側観；B, 腹側観（後突起を除く）；C, 内側観（後突起を除く）．
Figure 6. Balaenopteridae gen. et sp. indet. from the Upper Miocene O

-
kamishima Formation, Miyako Island, Japan. Left tympanic 

bulla and posterior process of left periotic in A, B, ventral and C, posterior views. 

義のケトテリウム科を除くヒゲクジラ類）では一般的にみ

られる形態である．このことから本標本では祖先的な形質

を保持していると考えられる．

これらに加え本標本では上後頭骨は三角形状を呈し，そ

の前端は比較的幅が広い．これに対して Archaeobalaenoptera

属，Diunatans属では上後頭骨の左右の外側縁が平行

に近く，明らかに本標本とは異なる外形を持つ．また

Parabalaenoptera属，Praemegaptera属，Protororquals属で

は上後頭骨前端は本標本に比較して顕著に幅が狭く，鋭角

的な外形を呈する．さらに本標本では耳周骨後突起は末端

に向かって顕著に幅広くなり，これはナガスクジラ属，ザ

トウクジラ属及び Diunatans属，Plesiobalaenoptera属でみ

られるような細長い後突起とは明瞭に区別される．また

さらに Archaeobalaenoptera属とは発達した上後頭骨上の

隆起（supraoccipital tubercle: Bisconti, 2007）を欠く点で，

Parabalaenoptera属とは前頭骨眼窩上突起の前縁が直線的

ではない点で，"M." hubachiとは細長い鼻骨を持ち，内方

へ強く伸長した蝸牛殻を持つ点で，"M." miocaenaとは上

後頭骨の衝上があまり発達しない点で，それぞれ異なる．

このように本標本では他のナガスクジラ類とは異なる形

質の組み合わせを確認することができるが，本標本の頭蓋

は破損の影響により十分に詳細な形態を観察することは困

難である．そのため本論文では本標本の系統的位置付けに

ついてナガスクジラ科とするにとどめ，いくつかの祖先的

な形質を保持することを指摘しておく．本標本では頭蓋よ

り分離していないものの鼓室胞及び耳周骨は良好に保存さ

れており，高解像度の CTスキャンなどを用いて頭蓋をは

じめ耳周骨や鼓室胞などについてのより多くの情報を得る

ことで，今後詳細な系統的位置付けを議論できるかもしれ

ない．本標本では前述のような明確なナガスクジラ科の標

徴と考えられる形質を確認することができる一方で祖先的

な形質も保持している．本標本で確認されるこのような形

質の組み合わせの状態は，現在のナガスクジラ類に特徴的

にみられる形質がどのような進化過程を経てきたのかにつ

いて知る上で貴重な情報である．
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図版 1．島尻層群産ナガスクジラ類．頭蓋．A, 背側観；B, 腹側観；C, 右外側観．スケールは 20cm．
Plate I　 Balaenopteridae gen. et sp. indet. from the Upper Miocene O

-
kamishima Formation, Miyako Island, Japan. 

Cranium in A, dorsal; B, ventral; and C, right lateral views.
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