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結果及び考察

本研究では，詔歯目（Rodentia）のネズミ

（1）肩甲骨 Scapula

第2図1〜4，第3図から，審歯類の肩甲骨

類と食虫目（Insectivora）を材料として，彼

らの基本的生活の中で適応形態の獲得が行われ は棟上窺，蕨下宿ともよく広がり，全体の形が
ていると思われる肩帯の肩甲骨と前肢の上腕骨 幅広くなっている。第2囲19〜23，第3図から，
・模骨・尺骨について，それ
らの機能及び種の生活様式さ
らに系統的類縁性を関係づけ
ながら形態比較を行う。そし
て，種，又は日ごとに骨の形

態変化の傾向を生活様式と比
較検討して，形態的意味づけ

を行う。
材料と方法
本研究で使用した標本の種
名と個体数を第1表（コウベ
モグラ以外の標本提供；金子）
に示す。筋肉を除去して，肩
甲骨，上腕骨そして模骨，尺

骨を摘出し，第1図に示す測
定箇所をダイヤル式ノギスで
001mmまで計測した。この計
測部域から，上腕骨体中央前
後径／上腕骨全長および（大
結節一三角筋粗面間距離）／／上

第1図 肩甲骨，上腕骨，尺骨，境骨の計測部位．A肩甲骨−
1：肩甲骨全長，2：肩甲林基底長，3：肩甲林高，4：
林下窟最大幅，5：林上窟最大幅，6：上角一下角間距離，
7：上角一肩甲結節間距離，Ac：肩峰，Cg：関節窟，Fi：

麻下窟，R：麻上宿，Ss：肩甲林．B上腕骨−1：上腕

腕骨全長を計算したものは，

骨全長，2：大結節一三角筋粗面間距離，3：体中央前後
径，4：下端最大幅，Ch：上腕骨頭，eC：内側上牒，el：外

上腕骨の頑丈さ，および上腕

側上牒，f？：肘頭窟，td：三角筋粗面，tmト大結節，

骨の強度の指標として，Bak−

ker＆Galton（1974）によ
って用いられている。

tr・：上腕骨滑車。C尺骨−1：尺骨全長，2：肘頭長
3：肘頭最大径，4：（肘突起部における）体前後径，5
：体中央部短径，is：半月切痕，0：肘頭，pC：烏口突起・
D擁骨−6：境骨全長，7：体中央部長径，fr・：榛骨小頭窟。
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第2図 肩甲骨（右側）1〜4；上腕骨（右側）5〜9；尺骨（右側）10〜18
1，5，10肋の7喝β仇壱耽％≠爾；2，6，11Apo（Zβ仇％β叩βCゐさ％8；3∴7，12属 0兢β耽0〝那8仇五紙宜
；4，8，13協のわ娼仇0頑瀦融服；9，14CγOC弱％γαds勿β紬竹祓；15ぶⅣαβ鮎常わ；16ぶ0竹鋸じⅥ椚一
伊弘宜c祝Z虚根；17こ加古γ五￠加ゎ〜po滋由8；18肋g￠相加あ郎膨・3，4；6，7，8，；11，12，13；14，15，16，17は：そ
れぞれ同一・のスケ・−ル
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第2図（続） 肩甲骨（右側）19〜23；上腕骨（右側）24〜27‖ fc：烏口窟；c：上腕骨頭；
tm：小結節；f：肩甲骨関節面；19：C州C定め〝・αdβ宜耽βg≠竹浸；20，24：ぶ0γβガさん官服わ；
21，25：ぶ0γ￠ガ％耽g％宜￠dαおさ；22，26：折・0擁挽描か由0宜dβ8；23，27：〟ogβケα加るのβ。
19，20；24，25はそれぞれ同一・のスケ・−ル・
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（SloIlaker，1920）。 また，カヤネズミはス

食虫類では辣上宿，林下窟とも狭くなり，肩甲
骨が肩甲棟と平行方向に細長くなっている。種

スキ脇βCα才ばん払8 ∂宜常β≠βゐ・コムギア門甘在朝獅

間の形態差をみると，宙歯類ではヒメネズミ，

伽嘲戒用椚・オオムギガ0γdβ祝仇サ弘〜gαγβ・イネ

アカネズミ，およびハタネズミの全体の形がカ

伽之α∂≠如α・竹の類などを材料として，地上20

ヤネズミやスミスネズミよりやや細長くジネズ

ミの形に似ている。食虫類ではジネズミ→トガ

〜100cmの所で営巣する（白石，1969）。ハタ
ネズミ は土中に数層の坑道を穿って生活してい

リネズミ（以下トガリと称す）→オオアシトガ

る．（金子，1968）。以上の研究から，肩甲骨の

リネズミ（以下オ・オアシ）→ヒメヒミズモグラ
（以下ヒメヒミズ），ヒミズモグラ（以下ヒミ

形態の変化と生活様式を結びつけてみると，カ
ヤネズミのような部分的樹上生活から，ヒミズ

ズ）→コウべモグラ（以下モグラ）と徐々に細

やモグラのノような完全な穴掘り生活へと変化し

長くなっている。モグラでは棒状で頑丈である。

ていくにつれて，肩甲骨の全体の形が幅広い≡

裔歯塀，ジネズミ，トガリ，およびオ・オアシ

角型から細長い型へ形態的に変化している。ヒ

では，辣上窟より林下宿が広くなっているが，

ミズやモグラの肩帯や胸帯は，非常によく発達

ヒミズおよびモグラでは反対に麻上窟の方に広

し，大きさの増加も見られる。それらが体軸と

がり，林下宿は極めて狭くなっている。

直角方向でなく，体軸方向に発達したことは，

狭い穴で生活する穴掘り生活者にとって，穴の

ところで，・モグラは完全な穴掘り動物であり，

肩甲骨の全体の形は細長く棒状になっている

中でのすばやい行動を可能にさせたと考えられ
る。
（2）上腕骨 Humerus

第1表 使用した食虫目と畜歯目の種，標本数および図中の記号
目

科

種

標本数

第4図のどちらの相関図も畜歯類
記

号

型と食虫類型に分かれ，上腕骨末端

及び体中央部の発達は食虫類が音歯
こけ0亡γ五￠ん紘さ￡αgpO宜血β

ヒミズモグラ

22

類より優れ，上腕骨が幅広くなって
いる（第2図5〜9，24′、・ノ27）。ま

TALPIDAD

食

ヒメ ヒ ミズモグラ
肋gβγαた0あeα￠

コウベモグラ

虫

ぶ0γβガ祝花押宜c≠わ紬β

オオアシトガリネズミ
SORICIDAE

18 K

ぶ0γβ∬8ん宜れね

（第5図）。

モグラは上腕骨の幅が増し頑丈に
F

ジネズミ

アカネズミ

ズ・ヒミズ→・モグラの順に増し，寄

歯類の中で種間の差を認めにくい

3 G

CγOC富め〝αゐ宜れβg％刑オ

如Od￠仇％ββpββゐβ％∂

歯類→トガリ→オオアシ→ヒメヒミ

15 H

トガリネズミ

目

た，上腕骨の頑丈さと強度（Bak衰r
＆Galton，1974）は，ジネズミ→審

4

なっており，完全な穴掘り生活者で

ある（Slonaker・，1920）。 上述し

27 C

た金子（1968），白石（1969）の報
告も合わせて考察してみると，穴掘

宙
ネズミ科

ヒメネズミ

腑加珊卵珊血涙那

歯

カヤネズミ
β0挽β常州砂βぷ竹正統五

目

13 B

りの傾向が強い種ほど上腕骨の頑丈
さや強度が増加している。−・般的に

26 A

考えられることは，長い四肢をもっ
ている動物が出しうるスピ・−ドを穴

22 D

キヌゲネズミ科

掘り生活者は必要でなく，しかも長

い四肢は狭い穴の中で動くのに不適
／、タネズミ

29 E
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である。さらに，てこの原理から，

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ

0

0
0

00

0

0

0

O
O

0

▲U︿U

O

〜0
0♂0
0 0 0

。ロ ‡。。。ぎ0

Ogo
B

g n
臼♂屯

●
■

◆

．

・

■

FGH−1K

◆◆

＋▲△︼■BO

盟g
ヽ

ÅBCDE

0

− −▼ ○◎●

−●

Y◎○ロ●

．1
−●●

25

30mm

第3図 肩甲骨全長（横軸）と林上宿最大幅十林下窟最大幅（縦軸）の関係・記号の説明は第1表に示す。
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第4図

上腕骨全長（横軸）と上
腕骨下端最大幅（縦軸上部），

上腕骨全長と上腕骨体中央
前後径（縦軸下部）の関係．

記号の説明は第1表と第3
図におなじ．
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なかったが，肘頭の発達（第6図）は，ジネズ

力を出す腕に比べて，荷のかかる腕の長いこと

ミの方が大きかった。
第7図からカヤネズミ→カヤネズミ以外の寄

は，機構的に不利である。

なお，三角筋租面（tuber・oSitas deltoidea）
も音歯類の三角型からヒミズ，モグラの四角型

歯類→ジネズミ→トガリ→ヒメヒミズ・ヒミズ

に変化し，筋肉の付着する筋粕面部を広くして

→オオアシ→モグラの順に肘頭が発達している。

いる。

ここで，尺骨全長に対する肘頭長の借はヒミズ

（3）尺骨 Ulna

よりオオアシが大きくなっているが，上腕三頭

第2図10〜18，第6図でも，肘頭の発達程度

筋の付着する部分の発達はオオアシよりヒミズ

は畜歯類と食虫類の2つの型に分かれ，食虫類

が大きい（第2図16，17）。

Slonaker（1920）およびGoldstein（1972）

が蓄歯類より，長く幅広い肘頭を有している。

食虫類のジネズミは詔歯類に近くなっている。

はモグラのような完全穴掘り生活者は，大きく

槙骨全長に対する体中央部長径については，ジ

てよく発達した肘頭を有する傾向にあると報告

ネズミとカヤネズミの間にほとんど差はみられ

している。上述した白石（1928）金子（1968）

l Q2

a3

α5

0√ム

0．6

第5図 上腕骨の強度と頭丈さとの関係．横軸は強度：（大結節一三角筋粗面間距離）／上腕骨全
長；縦軸は頑丈さ：上腕骨体中央前後径／上腕骨全長・下図の破線部分を拡大した図が上図
で詔歯類を示す・記号の説明は第1表と第3図におなじ
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の報告も合わせて考察してみると，穴掘りの傾

強い力を得ることが可能である。・モグラが穴を

向が強い種ほど尺骨全長に対する肘頭長および

掘る時，土を横へ押しやる運動をする（Slor】a−

肘頭幅の億が大きくなり，肘頭がよく発達して

ker，1920）ことから，肘頭の発達は，穴掘り

いると考えられる。

への適応とみなせる。また，モグラ，ヒミズは，

横骨と同様に，尺骨中央部の横断面の形が前腕

ところで，肘頭が発達することは，腕を伸ば

すことに働く上腕三頭筋の付着する面積を大き

の運動する方向を長軸にもつ長円形で，必要な

くすることであり，その結果スピ・−ドを殺して

力の方向に対して強くできているといえる。
以上の結果と考察
をまとめてみると，

部分的樹上生活の様
式から穴掘り生活の
様式に移るにつれて，
7

肩甲骨では全体の形
が薄く幅広い三角型

ムA鴎

から棒状の頑丈な型

■
■

へ，上腕骨や榛骨は

●

−
・．：＿＿了

二二

− 0

細いものから太いも

ご

のへ，尺骨では肘頭

の発達がみられた。
ところが，ジネズミ

では肩甲骨の全体の
形で肘頭の発達程度
は音歯煩と他の食虫
類の聞くらいに位置
し，轟歯類より穴掘

りの形態的特徴を有
していたが，上腕骨

の形態については審
歯類より樹上性の特
徴を有していた。こ
のように−‥つの種で

も骨の箇所によって，

穴掘り生活の形態的
特徴を有していたり，

樹上生活の形態的特
徴を有していたりし
ていることがわかっ
た。
6

カ

8 10 12 14 16 18

22 24mm

今後の問題として，
同じ穴掘りでも，手

第6図 尺骨全長（横軸）と肘頭長（縦軸上図）・肘頭最大径（縦軸下図）の
関係記号の説明は第1表と第3図におなじ・
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掌で士を杭に押すよ
うにして掘っていく
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モグラ型と，土を腹の下に通して
かき出していくネズミ型とでは運
動の仕方が違っているので，骨格

050

を動かす筋肉のはたらきについて
も研究する必要があると思われる。
0 5

要

約

肩甲骨，上腕骨および模骨，尺 040
0

骨の形態比較を，寄歯目と食虫目

〔【p O

について行った。その結果，次の

O qD
ロ000
0（p

G35

結論を得た。

O

（1）部分的樹上生酒様式から穴掘

り生活様式に移るにつれて，つぎ Q30

GO6

005

007 008

ム
▲ 心地也ムム
ム血
ロ

のような段階的な形態の変化がみ
られた。肩甲骨：薄く全体の形が Q25

E▲ ロ【三8
日〕l王】 8

幅広い三角型から棒状の頑丈な型

広：IB

■

への形態変化はカヤネズミ，スミ

毎■

スネズミ→ヒメネズミ，アカネズ

ミ，ハタネズミ→ジネズミ→トガ
リ→オオアシ→ヒメヒミズ，ヒミ α5
ズ→モグラの順となる。上腕骨：
0

旧

細いものから，太く，強度・頑丈

0

さが増したものへの形態変化はジ
ネズミ→寄歯類→トガリ→オ■オア
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第7図 肘頭の発達程度横軸：肘頭最大径／尺骨全長；縦
軸：肘頭長／尺骨全長下図の破線部分を拡大㌧た囲
が上図で詔歯類を示す．記号の説明は第1表と第3図

シ→ヒメヒミズ，ヒミズ→モグラ

の順となる。模骨：上腕骨の傾向

におなじ

と似る。尺骨：肘頭がよく発達し

たものへの形態変化はカヤネズミ
vertebrates脇ure 248：168−172．

→他の窟歯類→ジネズミ→トガリ→ヒメヒミズ，

Goldstein，B・1972Allometric analysis of

ヒミズ→オオアシ→・モグラの順となる。

relative humeruS Width and olecranon

（2）ジネズミは肩甲骨や尺骨の形態が窟歯類よ
り穴掘りの特徴をもっているが，上腕骨の形態

lengthin some unspecialized borrow−

は畜歯頬より樹上性の特徴をもっていた。

ing mamlslJ…伽−・53：148−156
金子之史．1968．．日本産ネズミ類の骨盤・後肢
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