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はじめに

魚類化石の中で数多 く発見されるものの中には，

軟骨魚類（サメ， エイの仲間）の歯の化石がある。

神奈川県内のサメ の歯化石についても， 古くから

報告があり（例えば吉原， 1898；八谷， 1900などに

最近のものでは田中 （1996），田中 ・森（1997）など

がある。しかし，その報告例は産出数に比べ，極

めて少ない。

本報告では，これら軟骨魚類化石の一資料とし

て，神奈川県立生命の星 ・地球博物館に収蔵され

ている神奈川県内産の標本をまとめ，その リス ト

と産出層準を示した。なお，標本の記載について

は，別途報告したい。

神奈川県産の軟骨魚類化石については，産出層

準を対比して示す報告はこれまで行われていなし、。

一方，近年サメの進化に関する研究が詳 しく 行わ

れる ようになっているが（矢部，1997），特に，産

出層順については， 歯などの時間的な形態変化や

種の分布を追う上で重要と考えられる。今後，こ

の情報にさらに県内よ り産出し， 他機関に収蔵さ

れている標本な どを追加 して，よ り完成度の高い

リスト の作成をめざしたい。

神奈川県内産の軟骨魚類化石資料

神奈川県立生命の星 ・地球博物館に収蔵されて

いる県内産の軟骨魚類化石は， 表 lの通りである。

このうちNo.l～No.28は， 上野 ・松島（1974,1975, 

1979），長谷川ほか （1981），松島（1982; 1987)' 

小泉・松島（1991），松島 ・小泉（1994）により報告

されている。No.29以降は未記載の収蔵資料であ

る。

神奈川県産軟骨魚類化石の産出層準

表 lを地域別，地層別（時代別）に示すと図 lの
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通りになる。
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図 1 神奈川県立生命の星 ・

地球博物館収蔵の神奈川県

産軟骨魚類化石産出層準概

略表（1997.11平田原図）

1 : Dalatias Licha 

2: Pristiophorus sp. 

3: Squatina sp. 

4: Odontaspis sp. 

5: Cetorhinus sp. 

6: Cetorhinus maximus 

7: Carcharodon carcharias 

8: Carcharodon megalodon 

9: Isurus sp. 

10: Isurus desori 

11: Isurus hastalis 

12: Isiu us 0砂 rinchus

13: Isurus paucus 

14: Sphyrna zygaena 

15: Eugomphodus taurus 

16: Carcharhinus sp. 

17: Hemip1 istis serra 

18: Dasyatus sp. 

19: Myliobatis sp. 

20: Rhinoptera sp. 

21: Squalida巴

22: Cetorhida巴 orLamnidae 

23: Carcharhinidae 

24: Miliobatoid巴a

25：同iformes
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表 l 神奈川県立生命の星・地球博物館収蔵の神奈川県産軟骨魚類化石リスト

種類 産地 産出層 時代 文献 標本数 標本番号制 備考
既報告標本

1 Cetorhinus maximus 横浜市南区永田町上星ヶ谷 上総層群中里層 更新也前期 上野・松島（1974) 1 NN0000088 ｝王PMG-2039ペ岩倉誠ー氏寄越
2 Sphyrna zygaena 横浜市旭区善部町 上総層群中里層相当層 更新世前期 上野・松島（1974) 1 NN0000144 KPMG-2746，佐田拓朗氏寄贈
3 Carcharhinus sp 横浜市港南区峰町 上総層群中里層最下部 更新世前期 上野松島（1974) 1 NN0000143 E王PMG-2745，怯島義章寄贈
4 Isurus oxyrinchus 横浜市中区本牧錦町 上総層群中里層上部 更新世前期 上野 ー怯島(1974) 1 NN0000142 KPMG-2744，北村隆氏寄題
5 Carcharhinus sp 愛川町小沢 中津層群神沢層 鮮新世後期 上野.fl:島（1975) 1 NN0000145 KPMG-3066，星埜守之氏寄贈
6 Dalatias licha 愛川町小沢 中津層群神沢層 鮮野r世後期 上野・位島（1975) 1 NN0000146 E王PMG-3067，井上裕治氏寄贈
7 Carcharodon carcharias 横浜市戸塚区長沼町 上総層群長沼層 更新世中期 上野松島（1979) 1 NN0000135 KPMG-2528，松島義章寄贈
8 Carcharhinus spp 愛川町小沢 中津層群神沢層 鮮新世後期 長谷川ほか（1981) 40 長谷川ほか（1981）参照
9 Carcharodon carcharias 愛川町小沢 中津層群神沢層 鮮新世後期 長谷川ほか(1981) 12 長谷川ほか（1981）参照
10 Squatina sp. 愛川町小沢 中津層群神沢層 鮮新世後期 長谷川ほか（1981) 2 長谷川ほか（1981)参照
11 Myliobatis sp. 愛川町小沢 中津層群神沢層 鮮新世後期 長谷川ほか(1981) 7 長谷川ほか（1981）参照
12 Rhinoptera sp. 愛川町小沢 中j章層群神沢層 鮮新世後期 長谷川ほか（1981) 4 長谷川ほか（1981）参照
13 Myliobatoidea gen. et sp. indet 愛川町小沢 中津層群神沢層 鮮新世後期 長谷川ほか(1981) 3 長谷川ほか(1981）参照
14 丹1stiophorussp. 愛川町小沢 中津層群神沢層 鮮新世後期 長谷川ほか（1981) 10 長谷川ほか（1981）参照
15 Cetorhinus sp. 愛川町小沢 中津層群神沢層 鮮新世後期 長谷川ほか（1981) 6 長谷川ほか(1981）参照
16 Carcharhinidae gen. et sp. indet 愛川町小沢 中津層群神沢層 鮮新世後期 長谷川ほか（1981) 1 長谷川ほか(1981）参照
17 Cetorhidae or Lamnidae gen. et sp. indet. 愛川町小沢 中津層群神沢層 鮮新世後期 長谷川ほか(1981) 1 長谷川ほか（1981）参照
18 Rajifo口nesgen. et sp. indet 愛川町小沢 中津層群神沢層 鮮新世｛長期 長谷川ほか(1981) 3 長谷川ほか（1981）参照
19 Squalidae gen. et sp. indet. 愛川町小沢 中津層群神沢層 鮮新世後期 長谷川ほか（1981) 3 長谷川ほか（1981）参照
20 Carcharhinus sp 鎌倉市植木 上総層群長沼層下部 更新世中期 松島(1982) 1 NN0000241 T王PMG-3517，松島義章寄贈
21 Carcharodon carcharias 愛川町中津 中津層群大塚層 更新世田lj期 松島(1987) 1 NN0000242 KPMG-6595，平出恵子氏寄贈
22 Carcharhinus sp. 横浜市栄区上郷町瀬上沢 上総層群小柴層下部 更新世目I）期 小泉・松島(1991) 1 NN0000243 KPMG-7978，小泉日月給氏寄贈
23 Carcharodon carcharias 横浜市栄区飯島町滝ヶ久保 上総層群小柴層下部 更新世前期 小泉松島（1991) 1 NN0000636 KPMG-6444，清水裕氏寄贈
24 Carcharodon carcharias 横浜市栄区飯島町滝ヶ久保 上総層群小柴層下部 更新世目lj期 小泉・ 松島（1991) 1 NN0000637 】王PMGる445，清水 絡氏寄贈
25 Carcharodon carcharias 横浜市栄区飯島町滝ヶ久保 上総層群小柴層下部 更新世別期 小泉・ fl:島（1991) NN0000244 】王PMG-7939，清水俗氏寄贈
26 Jsurus paucus 横浜市栄区上郷町瀬上沢 上総層群小柴層下部 更新世H•J期 小泉松島（1991) 1 NN0000638 KPMG毛446，小泉明硲氏寄贈
27 Eugomphodus taurus 横浜市港南区上永谷 相模層群下末吉層 更新世後期 松島 ・小泉(1994) 1 NN0000245 KPMG-11560，中馬洪治氏寄贈
28 Eugomphodus taurus 横浜市港南区上永谷 相撲層群下末吉層 更新世後期 松島・小泉(1994) 1 NN0000246 KPMG-11561，臼田正明 品桑祐司氏寄贈

未報告標本

29 Dasya白＇ssp. 横浜市戸塚区下倉田町柏尾川下水処理場 大船貝層 完新世 1 NN0000136 ｝王PMG-2529，松島義章寄贈
30 Carcharhinus sp. 横須賀市大津馬沼 相模層群大津層 更新世後期 1 NN0000482 小池敏英氏寄贈
31 Odontaspis sp 横須賀市津久井浜 相模層群宮困層 更新世中期 1 NN0000631 KPMGる439，成田明簿氏寄膳
32 Odontaspis sp. 横須賀市津久井浜 栢模層書干宮困層 更新世中期 1 NN0000630 KPMGる438，成田明I尊氏寄樗
33 Garcharhinus sp 横浜市戸塚区飯島町うおが谷 相模層群長沼層 更新世中期 1 NN0000639 E王PMG-6447，清水硲氏寄贈
34 Carcharhinus sp 横浜市戸塚区飯島町うおが谷 相撲層群長沼層 更新世中期 1 NN0000640 KPMGる448，清水符氏寄贈
35 Carcharodon carcharias 東京都町田市金井町和光大学内 上総層群鶴川層 更新世前期 1 NN0000683 姉崎昭義氏寄贈
36 Carcharodon carcharias 横浜市桜子区丸山町造成地 上総層群中里層 更新世中期 1 NN0000200 KPMG-3265，藤波重雄・ 郎氏寄贈
37 Carcharodon carcharias 横浜市保土ヶ谷区今弁町新桜ケ丘団地内 上総層群上星川層 更新世中期 1 NN0000685 品穏豪氏寄贈
38 Isurus oxyrinchus 横浜市金沢区西柴 上総層群小柴層 更新世中期 1 NN0000141 KPMG-2534，永見 至氏寄贈
39 Carcharodon carcharias 横浜市戸塚区飯島町殿谷 上総層群小柴層 更新世中間 1 NN000064 1 KPMGる449，清水俗氏寄贈
40 Carcharod叩 carcharias 横浜市金沢区西柴 上総層群小柴層 更新世~·J 期 1 NN000013 9 KPMG-2532，永見至氏寄贈



－いに

41 Carcharodon carcharias 横浜市金沢区西柴 上総層群小柴層 更新世~lj期 1 NN0000140 E王PMG-2533，永見至氏寄館

42 Carcharhinus sp. 横浜市金沢区ノ、浦町 上総層群大船層 更新世別期 1 NN0000503 山岡鉄治氏寄贈

43 Carcharhinus sp. 横浜市金沢区金沢町カトリック教会削 上総層群大船層 更新ill則期 1 NN0000138 KPMG-2531，板矯義美氏寄陛

44 Carcharodon carcharias 横浜市金沢区野島町 上総層群野島層 更新世別期 1 NN0000657 】王PMGる465，成田明惇氏寄贈

45 Carcharodon megalodon削 横浜市金沢区野島 上総層群野島層 更新世削期 1 NN0000656 KPMG-6464，一森達夫氏寄噌

46 Isms oxyrinchus 横須賀市浦郷町エアーブレ ーキ工場内 上総層群浦郷層 鮮新世後期 1 NN0000635 KPMG-6443，成田明博氏寄~

47 Carcharodon carcharias 横須賀市鷹取町鷹取団地 上総層群浦郷層 鮮新世後期 1 NN0000632 KPMG-6440，成田明博氏寄贈

48 Odontaspis sp. 横須賀市鷹取町鷹取団地 ー浦層群池子層 鮮新也前期 1 NN0000634 KPMG-6442，成田明博氏寄~

49 Carcharodon carcharias 横須賀市鷹取町鷹取団地 ニ浦層群池子層 鮮新世前期 1 NN0000633 E王PMGる441，成田明博氏寄睦

50 !sums sp. 逗子市桜山切通し鐙摺不整合地点 ニ浦層群逗子層 中新世後期 1 NN0000505 山岡鉄治氏寄贈

51 Carcharl】inussp. 逗子市桜山切通し鐙摺不整合地点 浦層群逗子層 中新世後期 1 NN0000551 小泉明裕氏寄贈

52 Carcharodon carcharias 葉山町上山口葉山カントリークフブ ー浦層群逗子層 中新世後期 1 NN0000583 松島義章寄贈

53 Hemipristis seπa 葉山町上山口葉山カントリ ークフブ ニ浦層群逗子層 中新世後期 1 NN0000591 松島義章寄贈

54 Carcharhinus sp. 葉山町上山口葉山カントリ ークフ ブ ニ浦層群逗子層 中新世後期 1 NN0000595 松島義章寄贈

55 Carcharodon carcharias 葉山町上山口葉山カントリークフフ ニ浦層群逗子層 中新世後期 1 NN0000616 松島義章寄贈

56 !sums hastalis 逗子市桜山切通し鐙摺不整合地点 ニ浦層群逗子層 中新世後期 1 NN0000501 

57 !sums hastalis ? 逗子市桜山切通し鐙摺不整合地点、 ニ浦層群逗子層 中新世後期 1 NN0000682 小泉明俗氏寄贈

58 Carcharodon carcharias 逗子市桜山切通し鐙情不整合地点 ニ浦層群逗子層 中新世後期 1 NN0000684 

59 Carcharodon megalodon 横須賀市衣笠栄町大明寺裏の宅地造成地 ニ浦層群逗子層 中新世後期 1 NN0000184 KPMG-3235，岩瀬敬和 ・石井哲郎 谷岡敏行氏寄贈

60 Carcharodon megalodon 横須賀市久里浜久村 ニ浦層群逗子層 中新世後期 1 NN0000563 石塚登氏寄贈

61 Carcharhinus sp 葉山町長柄葉山桜山団地造成 ニ浦層群逗子層 中新世後期 1 NN0000354 中山信之氏寄贈

62 Isurus sp. 葉山町長柄葉山桜山団地造成 ニ浦層群逗子層 中新世後期 1 NN0000384 

63 Dalatias /icha 葉山町長柄葉山桜山団地造成 ニ浦層群逗子層 中新世後期 1 NNOα）（）385 池図龍介氏寄贈

64 Odontaspis ? sp. 葉山町長柄葉山桜山団地造成 一浦層群逗子層 中新世後期 1 NN0000441 石井浩司氏寄贈

65 Dalatias /icha 葉山町長柄葉山桜山団地造成 ニ浦層群逗子層 中新世後期 1 NN0000507 山川陽平氏寄贈

67 Isurus desori ? 横須賀市佐島石切場 ニ浦層群ニ崎層 中新世後期 1 NN0000137 】王PMG-2530，赤星直忠氏寄贈

68 Carcharodon megalodon 横須賀市佐島 ニ浦層群ニ崎層 中新世後期 1 NN0000079 KPMG-1955，赤星直忠氏寄贈

69 Squalidae gen. et sp. indet 山北町谷峨吊橋下流 足柄層群畑層 更新世円I）期 1 NN0000508 熊谷理局氏寄贈

70 Squalidae gen. et sp. indet 山北町谷峨吊橋下流 足柄層群畑層 更新世~IJ期 1 NN0000783 熊谷理局氏寄贈

71 Carcharodon carcharias 愛川町小沢室久保 中i宰層群神沢層 鮮新世後期 1 NN0000570 KPMG-6965，柏雅俊民寄贈

72 Isurus hastalis 清川村宮ヶ瀬虹の大橋下 丹沢層群洛合層 鮮新世前期 1 NN0000518 

73 Carcharodon carchaJゴas 清川村宮ヶ瀬早戸川右岸 丹沢層群洛合層 鮮新世目I）期 1 NN0000483 山本成男氏寄贈

74 Carcharodon carcharias 清川村宮ヶ瀬沼町矯 丹沢層群寺家層 中新世後期 1 NN0000497 得 釦J寄贈

75 Carcharodon carcharias 清川村宮ヶ瀬沼円lj橋 丹沢層群寺家層 中新世後期 1 NNOOOOSOO 樽 釦J寄贈

76 Carcharhinus sp. 山北町人遼 丹沢層群本谷川層 中新世中期 1 NN0000699 樽 創寄贈

77 Carcharodon carcharias 大磁町西小綴 大磁層 中新世後期 1 NN0000785 f王PMG-6430，中野恭暢氏害電

※1: 神奈川県立生命の星 ・地球博物館標本番号 ※2: KPMGーは旧神奈川県立博物館標本番号

※3: Carcharodon megαlodonは中新世のサメとして知られるが， 本標本は更新統からの発見が確認されている。しかし，エナメル質や歯根の破損

状況から中新統から由来したものと考えられる。

Carcharodon megalodonについては， Cape出（1987）などにおいてCarcharocles属とする意見もあるが，本報告で、はCarcharodon属とした。


