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Abstract 

Many fossil cetaceans have been yielded from the 

Neogene marine sediments distributed in Yamagata 

Prefecture. More than one hundred fossil records were 

accumulated from the area so far. However most of those 

were partial bones and there were very few complete 

skeletons. Some fossils were important pa同sof skeleton for 

taxonomy. Some of features of the fossil records from the 

area were summarized as follows: The fossils dated back to 

approximately fifteen to two million years ago in the 

Neogene period. The number of fossil cetaceans in the area 

increased chronologically from the Late Miocene period 

through the Early Pliocene period and decreased suddenly in 

the Late Pliocene period. The most abundant fossil 

cetaceans were obtained from the Early Pliocene elastic 

rocks in the Shinjo Basin in the northern part of Yamagata 

Prefecture. Few fossils were found from the Ou Backbone 

Range area which runs along the eastern margin of 

Yamagata Prefecture from the north to the south. Some 

specimens were taxonomically examined and were identified 

as the following taxa: families of Physeteridae, Ziphiidae, 

Delphinidae, Balaenidae and Balaenopteridae, and genuses 

of Scaldicetus, Mesoplodon, Orcinus, Balaena, Balaen中 tera

and Megaptera. 

はじめに

山形県は東北地方の日本海に面して位置し、その自然

環境は日本海と深く関係している。そして地史的形成に

おいてもまた、他の東北日本地域と同様に、新第三紀中

新世前半における日本海の拡大と生成に深く関連し、種

々の構造運動を経て現在の地形や地質が形成されてき

た。現在山形県の庄内海岸においては、しばしばオウギ

ハクジラをはじめとする日本海の様々な鯨類が漂着して

おり、日本海の多様な現生鯨類の姿の一端を知ることが

できるが、過去の日本海の鯨たちもまた少なからず多様

であった。それらの姿の一部は、山形県の海成層から産

する鯨類化石の記録として知ることができる。

筆者はこれまで、山形県を中心として東北日本の新第

三紀の鯨類化石について検討を進めてきた。そして山形

県の鯨類化石を記載するとともに、それらの概要につい

ていくつか報告してきた（長湾、 1992,1997）。これら山

形県における鯨類化石は、断片的な化石が多いという欠

点があるものの、産出記録は100以上あり、多様な鯨類

の存在が強く示唆される。鯨類の起源や系統に関しては、

まだ多くの課題があり、また日本海における現生鯨類や

化石鯨類との関係などについても、古気候や古地理など

の関連を含めて今後検討されなければならない。こうし

たなかで、化石鯨類の記載・ 分類学的な研究を進めてい

くことは、日本海における化石鯨類相をより明かにする

とともに、それらと現生鯨類との関係を検討していくた

めに重要であると考えられる。今回の報告は、まず鯨類

化石についての一般的な特徴を述べ、次に山形県の地質

と地史的環境の変遷を概説し、そして山形県の新第三紀

化石鯨類について、長津（1997）以降の知見を含めてそ

の概要を紹介するものである。また今後の課題について

も述べる。

鯨類の化石過程

一般的に化石とは、地質時代に存在した生物遺体が地

層中に埋没し、生物体が地層を構成する主成分のケイ酸

や他の鉱物質に置換され、あるいは空隙が充演されて硬

化したものである。 生物体の軟組織は分解されやすく、

通常は骨格や貝殻等の硬組織のみが保存される。鯨類化
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石においてもまた、保存される部位は骨格や歯など硬組

織であり、軟骨やヒゲ板などが化石になる例はほとんど

ない。このため化石の形態分類は、主として骨格形質に

よって行われるが、特に種の形質がよく保存される頭部

の化石は重要である。生物の化石化の過程については、

地層形成過程や種々の条件が関わって複雑であり不明な

点も多いが、最近古生物研究においてタフォノミー（化

石生成論）が重視されてきており、そうした種々の研究

が行われるようになってきた。

鯨類化石の保存の特徴として、 1個体がまとまって産

出する例はあまりない。多くの場合骨格が分離して、個

々の部位に分かれた断片的な骨として産する場合が多い

ため、鯨類化石の研究をより難しくしている。こうした

化石産状の特徴は、鯨類骨格が分離しないで地層中に埋

没する条件が少ないことを示している。これには次のよ

うないくつかの原因が想定される。鯨類は死後内部の腐

敗ガスによって膨張して海洋を漂流しやすく、分解が進

んでから海底に定着すること。骨格自体が分離しやすい

こと。個体が大きいために、堆積物中に骨格が埋没する

以前に種々の流動によって分離しやすく、また欠損しや

すいこと、などである。さらに鯨類化石は、堆積物への

埋没後も地層の圧密過程や種々の要因によって変形され

やすい。このことは、日本列島が変動帯に位置し、過去

から絶えず地殻変動を受けてきたことにも関係すると考

えられる。

堆積層の特徴と化石の関係については、次のようなこ

とがいえる。凝灰岩類は一般的に化石が少ない。凝灰岩

類は海底火山からの噴出物を起源とし、多量の物質が短

時間で堆積して形成されるため、そうした環境が生物環

境には適さず、また化石として埋没する機会も少ないた

め考えられる。深海性堆積物の泥岩類も、貝類や鯨類な

どの化石が乏しい。これは深海における生物自体が少な

いことと、深海での堆積速度が極めてゆるやかなためと

考えられる。遊泳力の強い鯨類の場合は、遠洋の深海底

に遺体が定着することもまれではないと思われるが、堆

積速度の遅い環境において、大きな個体は堆積物中に埋

没しにくいものと考えられる。

ところで、最近の深海の調査によって、鯨類骨に関係

する特異な生態系が明かになってきた。それは深海底に

おける大型の鯨類骨格を消費するエビ類、ゴカイ類、 二

枚貝類などの生物群集の発見で（藤岡、 1997）、深海で

はこうした生物が、鯨類骨を数少ない栄養源として効率

的に消費している可能性が大きくなった。過去において

も、このような生物群集によって多くの鯨類骨が消費 ・

分解されていた可能性が大きく、このことが深海性堆積

物中に鯨類化石が保存されにくい原因の一つになってい
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るのかも知れない。

鯨類化石が多産する地層は、比較的浅海の環境に堆積

した砂岩類である。こうした環境は、陸上からの砕屑物

質の供給が多いため堆積速度が速く、鯨類骨格がすみや

かに堆積物中に埋没しやすい。同時にこうした環境は、

海流や海底地形あるいは種々の変動などによって海底物

質が移動しやすく、そのため骨格が分離しやすい原因に

もなっていると考えられる。 山形県の鯨類化石を含む地

層は、多くがこうした比較的浅海の環境で堆積したもの

であり、また国内の多くの地域についてもほぼ共通する

特徴である。

地質の概要と化石堆積環境

山形県の地形は、南北に走る 2:Jljの山脈、これに平行

する内陸盆地群、そして日本海に面する海岸平野によっ

て特徴づけられる（図 1）。 2列の山脈のうち、東部の

奥羽脊梁山脈は太平洋側の宮城県を画し、中央部の出羽

丘陵は内陸地域と圧内地域を画している。これら山形県

の山地や丘陵の地質は、主として花闘岩類を基盤として

新第三紀の約2000万年前以降に形成された種々の岩石か

ら構成される。またこうした地質は、日本海の拡大とそ

の後の地質環境の変遺に深く関わって形成された。

山形県の地質形成と地史の概要は次のようにまとめら

れる。新第三紀中新世初期の約2000万年前に起こった日

本海の拡大は、日本列島の骨格を形成するとともに、山

形県地域を含めて東北日本地域の広域にわたる地域を沈

降させた。そして広域的な海進とともに、活発な海底火

山活動によって凝灰岩類が堆積したり、比較的おだやか

な海底に砂岩・泥岩類が堆積した。このように山形県に

おける新第三紀の海成層は、他の東北日本地域と同様に

日本海が形成された後の、中期中新世初期の約1500～

1600万年以降に形成されてきた。新第三紀後半になると、

奥羽脊梁山脈が隆起を開始し、中新世末期には陸化して

日本海を太平洋から隔てた。一方出羽丘陵は、脊梁山脈

の隆起からやや遅れて、鮮新世の約500万年前以降に隆

起を開始し、この時代の終わりにはほぼ陸化した。その

結果、 山形県は地形的に圧内地域と内陸地域に分化した。

最後に、第四紀の中期更新世を中心とした活発な構造運

動によって、山地の隆起と平野の沈降が進行して現在の

地形が形成された。

こうした山形県の地質環境は、鯨類化石の産出とも深

く関連している。山形県における地質環境は、東部の脊

梁山脈地域と中央部の出羽丘陵地域において大きく異な

っている。このため、両地域における化石の産出傾向に

も差異が表れている。
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図 1 山形県の地形の概要

脊梁山脈地域は、中新世末期には陸化したため、鮮新

世の海成層は分布していない。そしてこの地域では、海

底火山活動が活発に進行したため、地質は火山岩・凝灰

岩類が主体で、砂岩・泥岩類が少なく、貝類化石をはじ

め鯨類化石の産出は乏しい。しかし、貝類化石を多産す

る地層においても、鯨類化石はほとんど産出しておらず、

また同時代の宮城県側の脊梁山脈地域でも同様の傾向が

みられることから、この地域では鯨類化石が本来多くな

かったのかも知れない。

出羽丘陵地域は、中期中新世に沈降運動が進行して一

時深海の環境になるなど、海洋環境が鮮新世まで続いた

ため、中新世から鮮新世にかけての海成層が厚く分布し

ている。そしてこの地域では火山活動が少なく、比較的

静かな環境が継続され、地質が砂岩 ・泥岩類を主体とす

るため、員類化石などを多産するとともに、多くの鯨類

化石を産出している。さらに山形県の陸化の時期は、南

北でやや異なり、全体的に南部地域ほど早く陸化した。

南部の米沢盆地地域や中部の山形盆地地域は、中新世末

期には陸化したが、北部の新圧盆地地域では遅く、鮮新

世の後半に陸化した。このため南部や中部地域には鮮新

世の海成層が分布せず、北部地域には中新世から鮮新世

までの海成層が分布している。鯨類化石の産出も、南 －

中部地域では中新世までであるが、北部地域では鮮新世

までの化石が産出する。

これらの堆積環境からみると、新庄盆地の出羽丘陵地

域が長く海洋環境にあって化石保存の条件が良好だ、った

といえる。実際、北部の新圧盆地地域の各層からは、中

新世から鮮新世にかけての員類化石が多産するととも

に、鯨類化石の産出が山形県のなかでは最も多い。特に

この地域では、鮮新世の鯨類化石が集中する特徴がある。

山形県の鯨類化石

山形県からこれまで産出した鯨類化石は、山形県沖日

本海海底産化石を含めて、100記録を超えている。これ

らの記録は、化石のリストとともに長湯 (1997）で示し

た。さらにこれ以降も後述するように、真室川町古口層

や立川町科沢層から興味深い化石が産出しており、化石

はさらに増えている。この数は、明かに同一個体と判断

されない限り、分離した骨格や断片的な 1点の化石でも
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1記録として計数している。従って、いくつかは重複す

る同一個体の可能もあるため、この数が直接個体数を示

すものではない。ただし産出層準が異なれば、断片化石

でも同一個体の可能性は少ないことから、重複する個体

は多くないと考えられる。山形県の鯨類化石の産出状況

の概要を図 2に示す。以下において、山形県の各時代ご

との古環境の概要と鯨類化石の産出状況の特徴をまとめ

ていく。

中期中新世：山形県は前期中新世末期から中期中新世

初期にかけての広域的な海進によって、広く海におおわ

れた。中期中新世初期の海洋環境は、強い暖流の影響に

よって、熱帯から亜熱帯の気候となり、この時期の貝類

化石群集は八尾一門ノ沢動物群と呼ばれる。この熱帯的

な気候の時代は短く、間もなく冷温帯的な貝類化石群集

に変化した。この員類化石群は塩原一耶麻動物群と呼ば

れ、中期中新世から後期中新世まで継続された。

この時代の鯨類化石は、いまのところ 3記録と少ない。

これらは、山形盆地地域の山形市成沢層産のマイルカ科

と考えられる鼓室胞化石（東海林、 1975）、新庄盆地地

域の金山町金山層産の鯨類の椎骨化石、庄内地域の朝日

村大綱層産の歯鯨類の鼓室胞化石、などである。このよ

うにこの時代の鯨類化石は少なく、またやや歯鯨類の化

石が目立つという特徴がある。

後期中新世：山形県は引き続き広域的に海におおわれ

ていた。出羽丘陵地域は、中期中新世後半から沈降運動

が進行して深海の環境になり、脊梁山脈地域は海底火山

活動が活発で比較的浅い海の環境にあった。この時代の

後半には奥羽脊梁山脈が隆起に転じ、末期には陸化した。

このため大平洋と日本海が分化した。

この時代の鯨類化石は、米沢盆地地域において、飯豊

町宇津峠層産の中型の鯨類の椎骨など数記録がある。化

石産出が多いのは、山形盆地地域の本郷層からで、中型

のヒゲ鯨類の化石が約10記録ある。そのなかには、比較

的部位のそろった大江町産の中型のナガスクジラ科の化

石が含まれている（長湾、 1991,1995b）。新庄盆地地域

の古口層からの化石も多く、約10記録がある。これらは

多くは断片化石であるが、 戸沢村産の明らかに小型の歯

鯨類と思われる比較的そろった肋骨化石や、同村産のア

カボウク ジラ科と考えられる小型歯鯨類の頭蓋化石も産

出している。この頭蓋については、現在検討を進めてい

る。また真室川町古口層からは、最近マッコウクジラ科

のスカルディケタス属の歯化石や、マイルカ科のシャチ

属と考えられる下顎骨化石も産出している（長津、 2001、

投稿予定）。この時代は中期中新世より化石記録が増加

してお り、 山形盆地地域ではヒゲ鯨類が、新庄盆地地域

では歯鯨類が多い傾向を示す。

前期鮮新世：奥羽脊梁山脈が陸化して大平洋と日本海

を分けるとともに、米沢盆地地域や山形盆地地域が陸化

した。内陸地域の海は、新庄盆地地域のみに残され、庄

内地域からこの地域にかけて内湾的な環境となった。出

羽丘陵もこの時代の後半に隆起に転じてきたため、新庄

盆地地域も浅海化してきた。海洋環境はやや寒冷化し、

また日本海が大平洋と分化したため、生物群集も大平洋

側地域と異なってきた。山形県を含めた東北日本の日本

海側地域の員類化石群集は、大桑一万願寺動物群と呼ば

れ、更新世まで継続された。

この時代の鯨類化石は、山形県の新第三紀のなかで最

も多く、化石の記録は約70に達し、ほとんどが新庄盆地

地域の野口層と中渡層からの産出である（長津、 1997）。

これらの化石は、中・大型のヒゲ鯨類が多いのが特徴で、

歯鯨類の化石は少ない。これらには、戸沢村産のセミク

ジラ科、ナガスクジラ科の下顎骨化石や（長津、 1995a）、

大蔵村産の中型のナガスクジラ科の頭蓋化石なども含ま

れており、椎骨や肋骨の断片化石でも大型のものが多い。

最近、山形県立博物館で発掘調査された真室川町野口層

産の化石は、大型鯨類を中心とする多数の個体が集積し

た特異な堆積環境での化石で、少なくとも9個体が識別

された。そしてそれらは、マッコウクジラ科、ホッキョ

ククジラ属、ナガスクジラ属、ザトウクジラ属などに分

類された（長津、 1999）。このように、山形県において

はこの時代の新庄盆地地域に最も集中して鯨類化石が産

するとともに、大型のヒゲ鯨類化石が多い特徴がある。

これらは日本海と大平洋が分化した後の化石であり、現

在の日本海とも深くかかわる鯨類といえる。

後期鮮新世：出羽丘陵は隆起運動を本格化し、山形県

の海洋環境は縮小した。この時代の後半には、出羽丘陵

の陸化によって内陸と庄内地域が分化した。このため新

庄盆地地域は、日本海から分離して大きな湖へと環境が

変化したが、庄内地域では内湾の環境が継続された。

この時代の前半には、新庄盆地地域で鮭川層などの海

成層がまだ堆積しており、貝類化石などが産出する。し

かし鯨類化石はほとんど産出しておらず、新圧盆地地

域においては、後期鮮新世になって鯨類化石が激減する

という顕著な特徴が表れた。その原因については明かで

ないが、今後検討されるべきであろう。庄内地域では、

各時代とも鯨類化石の産出が少ない特徴があるが、この

時代にいくつかの化石が産出している。八幡町観音寺層

からは断片化石が産出している。また最近、立川町科沢

層からいくつかの鯨類化石が産出しており、調査が始め

られている。そのなかには、小型のナガスクジラ科の頭

蓋化石も含まれており、化石の検討が進めている。この

時代の化石もまた、現在の日本海に関わる鯨類化石とい
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える。

更新世：第四紀更新世になって、出羽丘陵や脊梁山脈

の隆起量が大きくなるとともに、各内陸盆地地域や庄内

地域も沈降した。こうした構造運動によって、現在の山

形県の地形的特徴が次第に明瞭になっていった。この時

代後半に、平野や盆地も急速な堆積作用によって陸化し

ていった。この時代の海成層はほとんどが庄内平野の地

下にあって丘陵部に露出していないため、鯨類化石の記

録はなく、またその存在も明らかでない。

日本海海底産化石：山形県近海の日本海海底産の鯨類

化石が約10記録ある。これらはいずれも、酒田市飛島沖

の最上堆の水深約200mの比較的浅い海底から、底引き

網漁船によって得られたもので、化石化の進んだ堅硬な

化石である。これらには、アカボウクジラ科の吻部化石、

オウギハクジラ属の吻部化石、大型のナガスクジラ科と

考えられる下顎骨や同科の鼓室胞化石が含まれている。

化石の年代の詳細はわかっていないが、明らかに日本海

生成以後に堆積した中期中新世以降の化石である。化石

化の程度や特に大型のナガスクジラ科を含むことから推

測して、後期中新世から鮮新世の化石と考えられる。

こうした日本海の海底からは、アカボウクジラ科やオ

ウギハクジラ属の化石が比較的多く産出する特徴があ

る。最上堆産のオウギハクジラ属の化石は、所在が不明

な化石を含めて4記録ある。オウギハクジラ属の化石は、

新潟県の佐渡沖や石川県能登半島沖の日本海海底からも

いくつか知られているが、圏内において日本海海底産以

外ほとんど知られていない。漂着鯨類の記録からも推測

されるように、現在の日本海には多くのオウギハクジラ

が生息していると考えられるが、過去と現在のオウギハ

クジラ類の関係についても今後検討されるべきだろう。

まとめ

山形県の鯨類化石の特徴と今後の課題について、以下

にまとめる。

1 ）山形県産の鯨類化石の記録は100以上に達する。た

だし、 l個体がそろって産出する例はあまり多くなく、

分離した骨格の一部や断片化石が多い。ただし、分類

学的に検討できる部位の化石も少なくないことから、

それらの検討を進めていく必要がある。

2）鯨類化石は中・大型のものが多く、小型の化石は

比較的少ない。小型鯨類は現生種においても大部分が

歯鯨類で占められることから、産出化石はヒゲ鯨類が

多いものと考えられる。

3）鯨類化石において科のレベルまで分類されたものは、

ヒゲ鯨類化石が多く歯鯨類は少ない。ヒゲ鯨類では、

長津 一雄

特にナガスクジラ科の化石が多い。

4）これまでの検討によって科のレベルまで分類された

化石は、マッコウクジラ科、アカボウクジラ科、マイ

ルカ科、セミクジラ科、ナガスクジラ科で、属のレベ

ルまで分類された化石は、スカルディケタス属、オウ

ギハクジラ属、シャチ属、ホッキョククジラ属、ナガ

スクジラ属、ザトウクジラ属などである。

5）各年代の鯨類化石の産出は、前期中新世で少なく、

後期中新世で増加し、前期鮮新世で最も多くなるが、

後期鮮新世で急減する。鮮新世における化石産出の顕

著な変化は、新庄盆地地域での現象であり、その原因

について検討していく必要がある。

6）各地域の鯨類化石の産出は、新圧盆地地域が最も多

く、前期鮮新世に集中している。山形盆地地域の後期

中新世の地層からも比較的産出が多い。米沢盆地地域

と庄内地域は、化石の産出が極端に少ない。また、脊

梁山脈地域からの産出はほとんどなく、大部分が出羽

丘陵地域であり、両地域に産出傾向は対照的である。

7) これら鯨類化石の年代的および地域的な産出傾向の

特徴は、古環境的要因や鯨類の古生物地理と関連して

いるものと考えられ、検討が必要である。

8）日本海海底の最上堆からも、比較的多くの良好な化

石が産出している。特にオウギハクジラ属の化石につ

いては、年代、形態分類、古生物地理等について検討

を進めていく必要がある。
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