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Abstract The Early Pleistocene Omma Formation was 

distributed around Kanazawa City, Ishikawa Prefecture. The 

Omma Formation was composed of mainly fine to medium-

grained sandstone. The formation yield over 250 species 

molluscs (Matsuura, 1996a) and vertebrates of 36 samples 

including cetaceans were recorded (Matsuura, 1996b ). In 

addition to those, new cetacean fossils of 9 specimens were 

known since 1996 from the distribution area of the Omma 

Formation in Kanazawa. And an only specimen of those was 

found from the Middle Miocene Saikawa Formation. The 

total cetacean fossils were 24 specimens from the area, and 

they were as follows : cetacean vertebrae and premaxilla, 

mysticetian (including families of Balaeopteridae, 

Eschrichtiidae and Cetotheriidae) mandibles, skull, vertebrae 

and radius, and odontocetian (including families Delphinidae 

and Globicephalidae) vertebrae, humerus and tooth. 

はじめに

おんま

金沢地域の大桑層産鯨類化石については、産出は知ら

れていたものの、記録が残されてこなかったため、従来

その内容がほとんど知られていなかった。最近、松浦

(1996b）は、金沢地域の大桑層産鯨類化石について、他

の脊椎動物化石とともに、初めて概要を報告した。今回

は、その後本地域の大桑層から発見されたり所在が明ら

かになった標本と、新たな中期中新世の犀川層産のもの

と確認された 1標本を加えて鯨類化石計24標本につい

て、いくつかの検討を加え、改めて概要を報告するもの

である。

大桑層・犀川層と産出化石の概要

大桑層 金沢地域において、多くの鯨類化石を産出して

いる大桑層は、石川県金沢市の東部から北方の津幡・宇

ノ気地区や、富山県西砺波地区にかけて広く分布してい

る。岩相は全般的に均質な細粒～中粒砂岩からなり、極

めて多量の員類化石を産する。そのため、貝類化石に関

しては従来から多くの研究がなされてきた。古くは、

Yokoyama (1927）に始まり、その後 Kasenoand Matsuura 

(1965）、 Ogasawara(1977）、松浦 (1985）など多くの

報告が知られている。また、大桑層に関しては、貝類化

石によって海水準変動と堆積サイクルを追究した研究も

なされている（北村・近藤、 1990）。

大桑層は岩相・生物相から大きく上・中・下部に区分
おおくわ

されているが（北村・近藤、 1990）、金沢市大桑町犀川

河原の大桑層模式地においては、最下部を欠如するもの

の、下部から上部まで、上流（大桑貝殻橋）から下流（大

桑橋付近）に向かつてほぽ連続的に露出している。 3枚

の薄い凝灰岩を挟む下部とそれに続く中部は主に青灰色

の細粒砂岩からなり、上部は細粒～中粒砂岩からなり、

砂岩泥岩互層の部分もある。

貝類化石は下・中部に密集層をなして多量に産する。

貝類のほかに、棲管状の生痕が無数に存在する。上部で

は貝類化石は少なくなるが、中・下部には見られない暖

海内湾性の群集など特徴的な貝類群集を産出する層準が

ある（Ogasawara、1981の新期大桑動物群など）。大桑層

から産出する大型無脊椎動物化石については、員類約250

種、ウニ類・フジツボ類・腕足類の約20種が報告されて

いる（松浦、 1996a）。貝類化石の組成を調べると、層準

によって寒暖・深浅の繰り返しなどもあるが、 一般に産

出化石の現生種は現在の北海道・東北の近海に分布する

寒冷系統種が比較的目立つ。また、フジツボ類の化石で

は、鯨の体表に付着するオニフジツボ Coronuladiadema 

が比較的多く、本層から鯨類化石が多産することと符合

する。

脊椎動物化石は、ほとんどが断片骨として産出してい

るが、一部に足印化石も発見されている。松浦 (1996b)

は、これらについて鯨類15例、アシカ類4例、海牛類 l
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表 1 金沢地域の大桑層分布地産鯨類化石

No. 分 類

Table 1 Fossil cetaceans from the distribution area of the Omma Formation in Kanazawa 

* 1 Iヒゲクジラ亜目ナガスクジラ科ザトウクジラ属（？）

の一種 Megaptera (?) sp. 

2 Iヒゲクジラ亜目ナガスクジラ科の一種

Balaenopteridae, gen. et sp. indet. 

3 Iヒゲクジラ亜日ナガスクジラ科ザトウクジラ属（？）

の一種 Megaptera(?) sp. 

41ヒゲクジラ車目コククジラ科の一種

Eschrichtiidae, gen. et sp. indet. 

* 5 Iヒゲクジラ亜目 Mysticeti, fam. gen. et sp. indet. 

*6 Iヒゲクジラ亜日 Mysticeti, fam. gen. et sp. indet. 

*7 Iヒゲクジラ亜日ケトテリウム科の一種

Cetotheriidae, gen. et sp. indet. 

*8 Iヒゲクジラ亜目 Mysticeti, fam. gen. et sp. indet. 

*9 Iヒゲクジラ亜目 Mysticeti, fam. gen. et sp. indet. 

10 Iヒゲクジラ亜目 Mysticeti, fam. gen. et sp. indet. 

11 Iヒゲクジラ亜目 Mysticeti, fam. gen. et sp. indet. 

12 Iヒゲクジラ亜目ナガスクジラ科の一種

Balaenopteridae, gen. et sp. indet. 

* 13 Iヒゲクジラ亜日（？） Mysticeti (?), fam. gen. et sp. indet. 

* 14 Iクジラ目 Cetacea, subor. fam. gen. et sp. indet. 

* 15 Iクジラ目 Cetacea, subor. fam. gen. et sp. indet. 

16 Iクジラ目 Cetacea, subor. fam. gen. et sp. indet. 

11 Iクジラ目 Cetacea, subor. fam. gen. et sp. indet. 

1s Iクジラ目 Cetacea, subor. fam. gen. et sp. indet. 

19 Iハクジラ亜目 Odontoceti, fam. gen. et sp. ind巴t.

20 Iハクジラ亜目マイルカ科の一種

部 位 産 地 図版

左下顎骨 御所町一卯辰山間① 1 -1 

下顎骨 御所町一卯辰山問①

右下顎骨中位部 大桑町犀川河原⑨ I 1-2 

左下顎骨後位部 東長江町南東方の谷 I1-3 

・通称大滝③

下顎骨片 大桑町犀川河原⑧ I 1 -4 

下顎骨片 大桑町犀川河原⑧

頭蓋・下顎骨・ 大桑町犀川河原⑧ I 1-5 

頚椎 （下位の犀川層からの転石）

後頭骨 大桑町犀川河原⑨ 1 -6 

頚椎 大桑町犀川河原⑨ 2 -1 

胸椎 夕日寺町④ 2-2 

椎骨赫突起 小二又町・ 12-3 

通称子落⑥

右犠骨 ｜大桑町犀川河原⑨ 12-4 

尾椎 大桑町犀川河原⑨

前上顎骨の一部 大桑町犀川河原⑧

椎骨・突起・肋骨 大桑町犀川河原⑧

椎骨突起の一部 館町地内⑦

肋骨の一部 館町地内⑦

尾椎 夕日寺町④

尾椎14点 夕日寺町⑤

胸椎 大桑町犀川河原⑨
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Delphinidae, gen. et sp. indet. 

21 Iハクジラ亜目マイルカ科の一種

Delphinidae, gen. et sp. indet. 

22 Iハクジラ亜目マイルカ科の一種 ｜右上腕骨近位端｜大桑町犀川河原⑨ 12-9 

Delphinidae, gen. et sp. indet. 

23 Iハクジラ亜目マイルカ科ゴンドウクジラ属の一種 ｜歯 ｜大桑町犀川河原⑧ I 2一10

Globicephala sp. 

［註］ 1) ＊印は、松浦 (1996b）以降に確認されたものである。

2）産地の町名は、いずれも金沢市である。番号は、図 1を参照する。

3）上記リスト以外に、東長江町南東方の谷（②）で地層中の鯨類化石（No. なし）を確認している。これを

加えて、 計24標本である。
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図l 金沢地域の大桑層分布地産鯨類化石の産地

Fig. 1 Cetacean fossil localities from the distribution area of the Omma Formation in Kanazawa. 

①～⑨は鯨類化石産地， 。は不確定な産地， ⑧～⑨は図2参照．

⑬ ・⑪は鯨類以外の主な脊椎動物化石産地一⑬はトド下顎骨臼歯（Kaseno.1951) , 

⑪は象類・鹿類の指骨・足印．

［注］この地形図は，国土地理院平成8年修正 ・発行 「1: 50, 000金沢Jの一部を使用した
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図2 金沢市大桑町の犀川河原における鯨類化石産出地

（図 1の⑧・⑨，共産する他の脊椎動物化石も記入）

Fig. 2 Cetacean fossil localities in the river bed of Saigawa, Okuwa-machi, Kanazawa City. 

例、象類2例、鹿類 l例、鳥類 1例、硬骨魚類8例、軟

骨魚類4例の計36例を報告している。

大桑層の年代については、従来 (1970年代頃まで）は

ほぼ鮮新世とされていた。しかし、石灰質ナノ化石など

の検討から、模式地の大桑層犀川河床において、大桑層

と犀川層の不整合面の基底近くが約 130万年前、大桑層

上部の新期大桑動物群産出層準（アケボノ象指骨産出）

が約80万年前と推定されている（高山ほか、 1988；粕野、

1993）。従って、最下部を含めた大桑層の年代は、約150

～80万年前の前期更新世と考えられている。

犀川層 金沢市大桑町の犀川河原では、犀川層は上位の

大桑層と不整合関係で接し、ほぽ大桑貝殻橋から上流に

分布する。岩相は、 主にシルト岩や凝灰質砂岩からなる。

貝類化石を含み、ときにやや密集するが、大桑層のよう

な多量の化石産出はない。貝類化石はMizuhopectenkimurai 

kagaensisなど、 22種が報告されている（Ogasawara、

1976）。犀川層の年代は、貝類化石などから中期中新世

と考えられている。従来、犀川層からの鯨類化石の産出

は知られていなかった。

鯨類化石

金沢地域の大桑層分布地から産出した鯨類化石23標本

を表 1に、表外に l標本を示す。鯨類の種類は、ヒゲク

ジラ亜目が13標本、ハクジラ亜日が5標本、クジラ目が

6標本である。部位別には下顎骨と椎骨が比較的多い。

これらを産地別にみると、大桑町の犀川河原からが14標

本で最も多く、他産地からは10標本である。標本の産地

を、図 1に示す。

大桑町犀川河原産の14標本は、 産出層準が大桑層の中

・下部からで、 上部からは産出していない（図 2）。こ
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の中の、表 lのNo.7標本は、化石母岩に含まれていた

貝類化石の種類と標本の同定結果などから考えると、明

らかに下位の犀川層からの転石として採集されたものと

考えられる。他にも、犀川層に由来したものがあると思

われるが、付着岩質物等からは確認出来なかった。

大桑町犀川河原以外の10標本は、産状や産地から、大

桑層に含まれていたものと推定出来るが、一部に小二又

地区に分布する下位の高窪層（中新世後期～鮮新世）か

らの転石の可能性も考えられる。また、それぞれの大桑

層における詳しい産出層準が不明のものも少なくない

が、やはり大桑層中・下部からの産出と考えられる。

これらの標本には、母岩からの剖出がまだ済んでいな

いため、形態の観察がよく出来ないものも少なくないが、

各標本を部位ごとに形態の特徴と分類の概要を以下に示

す。

下顎骨 ヒゲクジラ類の下顎骨断片骨が、 6標本産出し

ている。No.1標本（図版 1-1）は、長さ 121cm・28.5cm 

・82cmの3部分からなり、その計測値を図 3に示す。

下顎骨の全長は、 3.5～4mくらいと推定している。中

央部の断面が内側は平坦で、外側は凸型、筋突起の前方

に稜が発達していることから、ナガスクジラ科と考えら

れる。さらに、先は細く、下顎体の中央部が高く、後方

へやや低くなる傾向があるので、ザトウクジラ属の可能

性がある。

No. 2襟本は長さ75cm・最大高17cmの断片骨である

が、形状は No.1標本に近いので、これもナガスクジ

ラ科と考えられる。長さ13cm・幅（高さ） 15. 5cmのNo.

5標本（図版 1-4）と長さ 19cmの No.6標本は小形

の断片骨であるが、ヒゲクジラ類の下顎骨の一部と考え

られるも、特徴少なく科レベルまでの同定は出来なかっ

た。

No. 3標本（図版 1-2）は、大桑町犀川河原の大桑

層基底部から産出した、長さ34cm・幅（高さ） 18cmぐ

らいのものである。断面で観察される下顎管が大きいこ

とから、下顎体の中～後位の部位である。その断面形は

内側が平たく、外側が膨隆する半楕円形を示すことから、

ナガスクジラ科に属すると判断される。さらに、本標本

の高さの変化に注目すると、後位ほど高さが漸減してい

る。ナガスクジラ科において、下顎体の中位から後位に

かけて、高さがこうした変化を示す種類は、現生種では

ザトウクジラ属のみに見られることから、本標本はザト

ウクジラ属に分類される可能性がある。

No. 4標本（図版 1-3）は、東長江町南東方の谷奥

の通称大滝付近から産出した、長さ27cm・幅（高さ） 17 

～20cmのものである。この周辺から産出する員類化石

から、大桑層の中部層準と推定される。部位は筋突起直

後から関節突起にかけてである。内側の下顎孔、背側の

筋突起から関節突起にかけての形態、あまり発達しない

関節突起などに特徴が見られる。こうした形態は、現生

各種の比較ではコククジラ科に最も類似しているが、関

節突起形態、において現生種とは差異があり、一致しない。

現生のコククジラ科は l属 l種であるが、これとは明ら

かに異なることから、コククジラ科でも別属・別種の可

能性がある。

顕蓋骨 No. 7標本（図版 1-5）は、母岩に含まれ

る貝類化石の種類などから、下位の中期中新世の犀川層

からの転石と判断される。本報告の中で唯一犀川層から

の化石と確認されたものである。長さ64cm、幅40cmの

保存良好な頭蓋化石である。平面状の上顎骨、中央部か

ら側方へなめらかに下降する前頭骨、後方から頭頂にか

けて強い稜を発達させる三角形状の上後頭骨などの諸形

態や、分離している頚椎が産出していることなどから、

ケトテリウム科と同定される。なお、化石は大桑層分布

地から採集されたもので、当初大桑層産かと考えられた

が、ケトテリウム科は前期鮮新世に絶滅した科とされて

おり、前期更新世の大桑層からの産出とすれば大変不自

然であった。

No. 8標本（図版 1-6）は、長さ34cm・幅20cmの

筋突起
↓ 

T=15 

図3 標本番号 No.1の左下顎骨計測値

L：長さ， H：高さ， T：厚さ（単位は cm)

Fig. 3 Measurements (in cm) of the No. 1 specimen. 
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断片化石である。やや摩耗が進んで形態が不明瞭である

が、交差するように発達する海綿質の構造から推察して、

いくつかの骨が癒合している頭蓋の一部と考えられる。

最も類似するのが、ヒゲクジラ類の後頭骨の部位である。

No. 14標本（図版 1- 7) は、 3片合せて長さ26cm

－幅4～5cmの破損し易いものである。断面形が内側

で凹形、外側で凸形をなす小型の骨である。前上顎骨の

一部と考えられるが、断片的な標本であり、亜目レベル

の分類もやや困難と考えられる。

椎骨 椎骨形態において、中・大型の各種鯨類では頚椎

．胸椎・腰椎・尾椎の部位同定は比較的容易であるが、

ハクジラ類とヒゲクジラ類の椎骨形態は類似しており、

椎骨からの亜日レベルの分類もやや困難なことが多い。

No. 9標本（図版2-1）は、薄く平坦な形態を有す

る椎骨で、頚椎と考えられる。頚椎は、現生の中・大型

のハクジラ類では数個が癒合しているが、ヒゲクジラ類

ではナガスクジラ科のようにすべて分離するものが含ま

れていることから、本標本は癒合していないヒゲクジラ

類の頚椎の可能性が大きい。この標本には、 Glycymeris

yessoensisやPeronidiazyonoensisなどの大桑層産貝類化

石が付着している。付着部を加えての大きさは、高さ20

cm・横幅17.5cmである。

No. 10標本（図版2-2）は、突起部を欠損している

が、椎体の背側が平面、腹側が丸くなる形態から、胸椎

と考えられる。長さ16cm・横幅27cmのもので、ヒゲク

ジラ類と見ている。

No. 13標本（図版2-5）は、円筒形の椎体で、横突

起や赫突起が小さく、骨端の形態が円形であることから

尾椎である。 No. 18標本も同様の形態を有し、 尾椎と

考えられる。 No.13の大きさは長さllcm・直径15cmで、

ヒゲクジラ類らしい。

No. 19標本（図版2一7) は、 14点の椎骨が連続して

産出したもので、全体の長さは約130cm、一番前の稚脅

長径は約lOcmである。連続した椎骨の前から最後尾ま

での形態は、明らかに連続した尾椎である。大きさ等か

ら判断して、ハクジラ類と考えている。

No. 20標本（図版2-8）は、直径3cm程度の椎体

から横突起と赫突起が発達する形態が見られる。本標本

は、大きさと形態から、小型のハクジラ類の胸椎と考え

られる。その中でもマイルカ科の可能性が大きい。 No. 

21標本は、他からの情報：である（松浦、1996b）。

他の部位 No. 11標本（図版 2-3）は、大型で平行

四辺形状の板状形態をなすことから、大型鯨類の椎骨か

ら分離した赫突起と考えられる。大きさは、平行四辺形

状の長辺が約29cm、短辺が16～17cmである。大きさや

形状から、ヒゲクジラ類と考えている。

No. 12標本 （図版2-4）は、ノジュール状となって

骨が薄く母岩におおわれているが、厚みのある長さ81cm

の大型の長骨形態が保存される。全体の形態から、ヒゲ

クジラ類の右榛骨と考えられる。近位部の長径22cm、

遠位部の長径30cmで、骨軸は多少湾曲している。こう

した形態はヒゲクジラ類においてはナガスクジラ科に特

徴的であり、更にその中でも骨体の幅が広く、かつ遠位

部がやや扇形に広がる特徴は、現生のザトウクジラに大

変似ているが、まわりの母岩が取れていないので、ナガ

スクジラ科の一種としておく。

No. 15標本 （図版2-6）は、未剖出のブロック中に

頚椎～胸椎～腰椎、練突起や横突起および肋骨がややま

とまって含まれている。 4ブロ ック合せて長さ約113cm

－最大幅42cmで、形態が十分観察出来ないため、クジ

ラ目の分類にとどめておく。

No. 22標本（図版2-9）は、小型の2つの半球状を

なす断片骨で、小型ハクジラ類の上腕骨近位端で、その

骨頭の向きと大結節の位置関係から、右と考えられる。

また、大きさは長さ59mm・最大幅47mmで、マイルカ

科の可能性が大きいと考えられる。

No. 16, 17標本は長さ8.5、5cmぐらいの小破片骨で、

前者は椎骨突起の一部、後者は肋骨の一部と考えられる。

No. 23標本 （図版2-10）は、長さ43mm・直径lOmm

ぐらいのハクジラ類の小型の歯である。形態は現生のゴ

ンドウクジラ属に類似する。

標本番号を付けないが、松浦は1960年代に東長江町南

東方の谷（図 1の②）で、大桑層中の鯨化石を野外で確

認している （松浦、 1988にわずかに触れている）。掘り

出し調査をしていないので、表 lのリストには載せない

ものの、大形の骨片でヒゲクジラ類の可能性が大きいが、

クジラ目としておく。松浦 (1996b）で記録した東長江

町南東方の谷から産出したナガスクジラ科下顎骨 （同報

告の図版 1-2）は、当地域と関係のない標本であるこ

とが判明した。従って、松浦 (1996b) の鯨類化石数は

変わらない。

金沢地域の大桑層分布地産鯨類化石産出の意義

金沢地域で多くの鯨類化石を産出している大桑層は、

前期更新世である。この年代の鯨類化石を産出する地層

は、日本海地域ではあまり存在せず、また国内的にも数

少ない更新世の鯨類化石産地であ る （Oishi and 

Hasegawa、1994）。従って、大桑層は現在に直接つなが

る日本海の鯨類相の変選を知るために大変重要である。

今後化石の検討が進めば、日本海の古環境と鯨類相の関

係など、よ り興味深いことが明らかにされる可能性があ

る。
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金沢地域の大桑層分布地鹿島事類化石

金沢地域の鯨類化石は計24標本となったが、鯨類以外

の脊椎動物化石については、松浦 (l996b ）以降産出記

録がないようであり、本地域でやはり鯨類化石の産出が

目立っている。鯨類は化石自体が大きく、発見され易い

ためと言うこともあるが、本地域の大桑層自体が鯨類化

石を多く含む地層と解釈するのが妥当であろう。すなわ

ち、“大桑海”が金沢地域の内陸まで広がっていた前期

更新世の時期には、そこに量的にも種類も多様な鯨類が

生息していたと言える。

また今回、それまで報告のなかった犀川層からの標本

が追加された。このことは、金沢地域において、中新世

から引き続き鯨類が存在していたことを示しており、今

後は犀川層やその時代以降の地層からの鯨類化石の産出

も期待される。

あとがき

今回、松浦 (1996b）以降の産出化石も含めて、金沢

の大桑層分布地域の鯨類化石をまとめて報告した。今後、

更なる発見とともに、未剖出の化石の処理作業を進めて、

個々の標本の詳細な検討が必要であろう。本報告では、

No. 1 ・ 3・4 ・7・8は主として長津が検討し、他は

主に松浦が検討した。
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松浦 (l996b ）以後、今回の報告に関してお世話にな
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指導いただいた。今回報告した鯨類化石のうち、 No.5 

・7・8・14・15標本については金沢市稚日野町在住の

中根 昭氏、 No.9・13標本は金沢市涌波町在住の村松

喬氏、 No.6標本は金沢市大桑町在住の山崎一政氏（上

回恒夫氏紹介）の採集によるものである。また、 No.1 

標本は石川県自然史資料整備室所蔵のもの（金沢大学か

ら持ち運ばれたもの）である。

ここに記して、心から感謝の意を表します。
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松浦信臣・長淳一雄

図版 1の説明

1. ヒゲクジラ亜目 ナガスクジラ科ザトウクジラ属の可能性あり Megaptera (?) sp. 

左下顎骨（Mandible) 産地：金沢市御所町一卯辰山間（図 lの①）

a.全体形（外側面，上側から） 3片の長さ 左から121. 28. 5, 82cm 

b. 全体形（外側面，下側から） 3片の長さ 右から121, 28. 5, 82cm 

c. 後位部外側面長さ 121+ lOcm 
d. 長さ 121cm片の前方断面長さ（高さ） 24cm 

2. ヒゲクジラ亜目 ナガスクジラ科ザトウクジラ属の可能性あり Megaptera (?) sp. 

右下顎骨中位部（Mandible) 産地：金沢市大桑町犀川河原（図 lの⑨）

a. 外側面長さ34cm

b. 前方断面断面の長さ（高さ） 17cm 

3. ヒゲクジラ亜目 コククジラ科の一種 Eschrichtiidae, gen. et sp. indet. 

左下顎骨後位部（Mandible) 産地：金沢市東長江町南東方・通称大滝（図 lの③）

a. 内側面 長さ27cm 写真左上の膨らみは関節突起，右上の膨らみは筋突起後方の隆起部

b. 外側面長さ28cm

c. 前方断面長さ（高さ） 16cm 

中央下のほぼ円形の部分（長径40mm）は下顎管で、ほとんど砂で埋まっている．

4. ヒゲクジラ亜目 Mysticeti. fam. gen. et sp. indet. 

下顎骨片（Mandible) 産地：金沢市大桑町犀川河原（図 lの⑧）

長さ127mm. 幅（高さ） 155m，厚さ45mm

5. ヒゲクジラ亜目 ケトテリウム科の一種 Cetotheriidae, gen. et sp. indet. 

頭蓋（Skull) 産地：金沢市大桑町犀川河原（図 1の⑧，下位の犀川層からの転石）

a. 頭蓋 長さ64cm，幅40cm

b. 頭蓋後方の頚椎後面頚維の長径7.5cm 

6. ヒゲクジラ亜目 Mysticeti, fam. gen. et sp. indet. 

後頭骨（Occipitalbone) 

a. 全体形長さ34cm

b. 全体形（写真aの横から） 長さ34cm

7. クジラ目 Cetacea, subor. fam. gen. et sp. indet. 

前上顎骨の一部（Premaxilla)

a.背側長さ26cm

b. 内側（斜めから） 長さ26cm

C. 断面形厚さ40mm

-44-

産地：金沢市大桑町犀川河原（図 lの⑨）

産地：金沢市大桑町犀川河原（図 1の⑧）



金沢地域の大桑層分布地産鯨類化石

図版 1 金沢地域の大桑層分布地産鯨類化石(1)
Plate 1 Fossil c巴taceansfrom the distribution area of the Omma Formation in Kanazawa ( 1) 
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松浦信臣・長津一雄

図版2の説明

1. ヒゲクジラ亜目 Mysticeti, fam. gen. et sp. indet. 

頚椎（Cervicalvertebra) 産地 ：金沢市大桑町犀川河原（図 lの⑨）

高さ20cm，横幅17.5cm 下方の白いものは，大桑層産貝化石が付着

2. ヒゲクジラ亜日 Mysticeti, fam. gen. et sp. indet. 

胸椎（Thoracic vertebra) 産地： 金沢市夕日寺町（図 lの④）

a.前面横幅27cm b. 斜め上方から 背側の横幅24cm

3. ヒゲクジラ亜日 Mysticeti, fam. gen. et sp. indet. 

椎骨赫突起（Spinousprocces ) 産地：金沢市小二又町地内 ・通称子落（図 1の⑥）

左外側 長さ29cm

4. ヒゲクジラ亜目 ナガスクジラ科の一種

右榛骨（Radius)

Balaenopteridae, gen. et sp. indet. 

a. 外側面 長さSiem

産地： 金沢市大桑町犀川河原（図 1の⑨）

b 遠位面長さ30cm

C. 近位面長さ22cm

5. ヒゲクジラ亜目（？） Mysticeti (?), fam. gen. et sp. indet. 

尾椎（Caudalvertebra ) 産地 ：金沢市大桑町犀川河原（図 lの⑨）

a. 前面直径15cm b. 斜め方向から

6. クジラ目 Cetacea, subor. fam. gen. et sp. indet. 産地： 金沢市大桑町犀川河原（図 lの⑧）

砂岩ブロック中に椎骨・突起・肋骨などが入っている（Vertebraeand ribs) 

a. ブロックの長さ約113cm, 厚さ約20cm b. ブロックの断面 スケールの長さ16cm

7. ハクジラ亜目 Odontoceti, fam. gen. et sp. ind巴t.

尾椎14点（Caudalvertebrae ) 産地：金沢市夕日寺町地内（図 lの⑤）

全体の長さ約130cm （スケールの長さ 1m) 

8. ハクジラ亜日 マイルカ科の一種 Delphinidae, gen. et sp. indet. 

胸椎（Thoracic vertebra) 産地： 金沢市大桑町犀川河原（図lの⑨）

前面 全体の長さ70mm, 3方向（矢印）に突起が出ている． 椎骨断面の横径33mm

9. ハクジラE目 マイルカ科の一種 Delphinidae, gen. et sp. indet. 

右上腕骨近位端（Hum巴rus) 産地： 金沢市大桑町犀川河原（図 1の⑨）

a.球面状の上腕骨頭長さ59mm b. 側面長さ59mm

10. ハクジラ亜目 マイルカ科ゴンドウクジラ属の一種 Globicephala sp. 

歯（Tooth) 長さ43mm 産地：金沢市大桑町犀川河原（図 lの⑧）

-46-



金沢地域の大桑層分布地産鯨類化石

図版2 金沢地域の大桑層分布地産鯨類化石（2)
Plate 2 Fossil cetaceans from the distribution area of the Omma Formation in Kanazawa(2) 
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