
化石・生物資料
番号 和名2 学名 部位 産地 時代

1 明石人 Homo sapiens 左寛骨（複製） 兵庫県明石市西八木海岸 不明

2 ｱｳｽﾄﾗﾛﾋﾟﾃｸｽ・ｱﾌｧﾚﾝｼｽ Australopithecus afarensis 左寛骨（複製） エチオピア・ハダール 320万年前

3 ﾎﾓ･ｴﾙｶﾞｽﾃﾙ Homo ergaster 左寛骨（複製） ケニア・トゥルカナ湖 160万年前

4 現代人 Homo sapiens 骨盤（複製） 不明 現世

5 ﾁﾝﾊﾟﾝｼﾞｰ Pan troglodytes 骨盤（複製） 不明 現世

6 ｺﾞﾝﾌｫﾃﾘｳﾑ科 Gomphotheriidae 右下頰歯（複製） 朝鮮民主主義人民共和国 中新世

7 ﾄｳﾖｳｿﾞｳ Stegodon orientalis 右下臼歯 台湾左鎮 更新世

8 ﾄｳﾖｳｿﾞｳ Stegodon orientalis 下臼歯 台湾左鎮 更新世

9 ｽﾃｺﾞﾄﾞﾝ科 Stegodontidae 切歯 台湾左鎮 更新世

10 ﾄｳﾖｳｿﾞｳ Stegodon orientalis 左下顎骨 中国四川 更新世

11 長鼻目? Proboscidea? 骨片 兵庫県明石市西八木海岸 更新世

12 ﾄｸﾅｶﾞｿﾞｳ	(ﾅｳﾏﾝｿﾞｳ) Palaeoloxodon naumanni 右m3（複製） 富山県五箇山祖山 更新世

13 ﾅｳﾏﾝｿﾞｳ Palaeoloxodon naumanni 左M3（複製） 香川県小豆島沖 更新世

14 ﾅｳﾏﾝｿﾞｳ Palaeoloxodon naumanni 右m3 瀬戸内海 更新世

15 ﾅｳﾏﾝｿﾞｳ Palaeoloxodon naumanni 左m3 茨城県霞ヶ浦 更新世

16 ﾅｳﾏﾝｿﾞｳ Palaeoloxodon naumanni 臼歯（咬板） 秋田県潟上市豊川油田 更新世

17 ﾄﾛｺﾞﾝﾃﾘｿﾞｳ Mammuthus trogontherii 上臼歯（複製） 滋賀県多賀町芹川 更新世

18 ﾏﾝﾓｽ属の一種 Mammuthus sp. 臼歯（咬板） 中国旧満州顧郷屯 更新世

19 ﾉﾛｼﾞｶ属の一種 Capreolus sp. 角 不明 不明

20 ﾉﾛｼﾞｶ属の一種?(大型) ?Capreolus sp. 右角 不明 不明

21 ﾘｭｳｷｭｳﾑｶｼｷｮﾝ Muntiacinae 角 沖縄県伊江島 更新世

22 ﾆﾎﾝｼﾞｶ Cervus nippon 右上顎骨 青森県むつ市田名部 完新世

23 ﾆﾎﾝｼﾞｶ Cervus nippon 右下顎骨 青森県むつ市田名部 完新世

24 ｼｶ属の一種 Cervus sp. 角・骨片 栃木県佐野市葛生 更新世

25 ｶｽﾞｻｼﾞｶ Cervus kazesensis 左角 香川県与島近海 更新世

26 ﾆﾎﾝｼﾞｶ Cervus nippon 左角 不明 不明

27 ｴｿﾞｼｶ Cervus nippon yezoensis 右角 北海道釧路市 完新世

28 ﾆﾎﾝｼﾞｶ Cervus nippon 頭骨 不明 現世

29 ｼﾞｬｺｳｼﾞｶ Moschus moschiferus 右下顎骨 中国旧満州大連 完新世

30 ｳｼ科 Bovidae 右脛骨 台湾左鎮 更新世

31 ｳｼ科 Bovidae 中足骨 台湾左鎮 更新世

32 ｳｼ科 Bovidae 肋骨 台湾左鎮 更新世

33 ｴｸｼｸﾞｳｽﾊﾞｲｿﾝ Bos exiguus 右下顎骨 中国安陽殷墟 完新世

34 ｲﾉｼｼ Sus scrofa 頭骨 中央区日本橋 完新世

35 ｲﾉｼｼ Sus scrofa 右上顎骨 不明 不明

36 ｲﾉｼｼ Sus scrofa 右下顎骨 不明 不明

37 ｲﾉｼｼ Sus scrofa 下顎骨 静岡県静岡市清水区 完新世

38 ｱﾐﾉﾄﾞﾝ科 Amynodontidae 左下臼歯・切歯 山口県宇部市 後期始新世

39 ｻｲ科 Rhinocerotidae 上下臼歯 岐阜県瑞浪市 前期中新世

40 ｹｻｲ Coelodonta antiquitatis 左上臼歯 中国旧満州顧郷屯 更新世

41 ｽﾃﾌｧﾉﾗｲﾇｽ･ｷﾙﾋﾍﾞﾙｹﾞﾝｼｽ Stephanorhinus kirchbergensis 右上前臼歯 中国周口店遺跡 更新世

42 ｳﾏ Equus caballus 上下頰歯 茨城県稲敷市馬掛 完新世

43 ﾋｸﾞﾏ Ursus arctos 右上腕骨 北海道根室市弁天島 完新世

44 ﾋｸﾞﾏ Ursus arctos 中足骨 北海道室蘭市 完新世

45 ﾋｸﾞﾏ Ursus arctos 左M1 北海道根室市弁天島 完新世

46 ﾎﾝﾄﾞｷﾞﾂﾈ Vulpes vulpes japonica 左上腕骨 茨城県取手市中妻貝塚 縄文

47 ﾆﾎﾝｱﾅｸﾞﾏ Meles anakuma 右上顎骨 栃木県佐野市葛生 第四紀

48 ﾀﾇｷ Nyctereutes procyonoides 左下顎骨・腰椎 愛知県豊橋市嵩山洞窟 更新世？

49 ﾄﾄﾞ Eumetopias jubatus 左下顎骨 北海道根室市弁天島 完新世

50 ﾄﾄﾞ Eumetopias jubatus 左上腕骨・尺骨 北海道根室市弁天島 完新世

51 ｵﾝﾄｹﾀｽ属の一種 Ontocetus sp. 右上犬歯 福島県いわき市四倉 鮮新世

52 ｱｼｶ科 Otariidae 右舟状月状骨 福島県いわき市四倉 鮮新世

53 ﾃﾞｽﾓｽﾁﾙｽ･ﾔﾎﾟﾆｸｽ近似種 Desmostylus cf. D. japonicus 下顎骨 福島県いわき市 前期中新世
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54 ｼﾞｭｺﾞﾝ Dugong dugong 肋骨 沖縄県那覇市樋川 完新世

55 ｽｼﾞｲﾙｶ属の一種? ?Stenella sp. 上顎骨 神奈川県川崎市稱名寺 完新世

56 ﾏｲﾙｶ属/ｽｼﾞｲﾙｶ属の一種 Delphinus or Stenella sp. 頭骨 千代田区有楽町 完新世

57 ﾊｸｼﾞﾗ亜目 Odontoceti 歯 福島県富岡町 鮮新世

58 ﾏｲﾙｶ下目 Delphinida 第一・第二頸椎 福島県双葉郡富岡海岸 鮮新世？

59 ﾊｸｼﾞﾗ亜目 Odontoceti 尾椎 福島県いわき市四倉 鮮新世

60 ｱｶﾎﾞｳｸｼﾞﾗ	 Ziphius cavirostris 上顎骨 福島県いわき市四倉 鮮新世

61 ｺﾏｯｺｳ属の一種 Kogia sp. 歯 福島県いわき市四倉 鮮新世

62 ｵｷｺﾞﾝﾄﾞｳ属の一種 Pseudorca sp. 歯 福島県いわき市四倉 鮮新世

63 ﾋｹﾞｸｼﾞﾗ亜目 Mysticeti 前腕骨 不明 不明

64 ﾋｹﾞｸｼﾞﾗ亜目 Mysticeti 椎骨 不明 不明

65 ﾆﾎﾝﾉｳｻｷﾞ Lepus brachyurus 右下顎骨 山口県美祢市秋芳洞 完新世

66 ﾆﾎﾝﾉｳｻｷﾞ Lepus brachyurus 右上腕骨 岩手県岩泉町A洞窟 完新世

67 反芻亜目(小型種) Ruminantia 左dP3,	dP4 福岡県松ケ枝洞窟 中期更新世

68 ｶﾜﾈｽﾞﾐ Chimarrogale platycephala 右下顎骨 埼玉県皆野町日野沢重木 完新世

69 ﾎｵｼﾞﾛﾑｻｻﾋﾞ Petaurista leucogenys 右下切歯 奥多摩石灰山 更新世？

70 ｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ Rhinolophus ferrumequinum 右下顎骨 栃木県佐野市葛生 第四紀

71 ﾋﾅｺｳﾓﾘ科 Vespertilionidae 左下顎骨 栃木県佐野市葛生 第四紀

72 ﾋﾐｽﾞ Urotrichus talpoides 頭骨 栃木県佐野市葛生 第四紀

73 ﾋﾐｽﾞ Urotrichus talpoides 右下顎骨 栃木県佐野市葛生 第四紀

74 ﾆﾎﾝｼﾞﾈｽﾞﾐ Crocidura dsinezumi 右下顎骨 栃木県佐野市葛生 第四紀

75 ﾆﾎﾝｼﾞﾈｽﾞﾐ Crocidura dsinezumi 左下顎骨 栃木県佐野市葛生 第四紀

76 ﾊﾀﾈｽﾞﾐ Microtus montebelli 右下顎骨 栃木県佐野市葛生 第四紀

77 ﾊﾀﾈｽﾞﾐ Microtus montebelli 左下顎骨 栃木県佐野市葛生 第四紀

78 ｽﾐｽﾈｽﾞﾐ属の一種 Phaulomys sp. 左m1 栃木県佐野市葛生 第四紀

79 ｽﾐｽﾈｽﾞﾐ属の一種 Phaulomys sp. 左M1 栃木県佐野市葛生 第四紀

80 ｱｶﾈｽﾞﾐ Apodemus speciosus 左下顎骨 栃木県佐野市葛生 第四紀

81 ｱｶﾈｽﾞﾐ Apodemus speciosus 左下顎骨 栃木県佐野市葛生 第四紀

82 ｱｶﾈｽﾞﾐ Apodemus speciosus 左M1 栃木県佐野市葛生 第四紀

83 ﾋﾒﾈｽﾞﾐ Apodemus argenteus 右下顎骨 栃木県佐野市葛生 第四紀

84 ﾋﾒﾈｽﾞﾐ Apodemus argenteus 右下顎骨 栃木県佐野市葛生 第四紀

85 ﾋﾒﾈｽﾞﾐ Apodemus argenteus 右M1 栃木県佐野市葛生 第四紀

86 ﾄﾖﾀﾏﾋﾒｲｱ属の一種 Toyotamaphimeia sp. 頭骨 台湾左鎮 更新世

87 ﾏﾚｰｶﾞﾋﾞｱﾙ Tomistoma schlegelli 頭骨 不明 現世

88 ｱﾒﾘｶﾜﾆ Crocodylus actus 頭骨 不明 現世

89 ｲﾘｴﾜﾆ Crocodylus porosus 頭骨 不明 現世

90 ｲｼｶﾞﾒ科 Geoemydidae 背甲・腹甲 山口県宇部市 後期始新世

91 ｱﾉｽﾃｲﾗ･ﾏﾝﾁｭﾘｱﾅ Anosteira manchuriana 背甲 中国遼寧省撫順炭鉱 後期始新世

92 ﾏﾙｽｯﾎﾟﾝ属の一種 Pelochelys  sp. 肋板 台湾左鎮 更新世

93 ﾐﾔﾀﾊｺｶﾞﾒ	 Cuora miyatai 腹甲ほか 栃木県佐野市葛生 更新世

94 ﾆﾎﾝｲｼｶﾞﾒ Mauremys japonica 頚板ほか 愛知県田原市吉胡貝塚 縄文／弥生

95 ｱﾎｳﾄﾞﾘ科 Diomedeidae 胸骨ほか パラオ・アンガウル島 更新世

96 ｱﾎｳﾄﾞﾘ科 Diomedeidae 右尺骨 茨城県稲敷市広畑貝塚 縄文

97 ﾊｸﾁｮｳ属の一種 Cygnus sp. 左尺骨 茨城県稲敷市広畑貝塚 縄文

98 ﾊｸﾁｮｳ属の一種 Cygnus sp. 左上腕骨 茨城県取手市中妻貝塚 縄文

99 ﾊｸﾁｮｳ属の一種 Cygnus sp. 左脛足根骨 茨城県取手市中妻貝塚 縄文

100 ｷｼﾞ科 Phasianidae 胸骨 栃木県佐野市葛生？ 更新世？

101 ﾘｺﾌﾟﾃﾗ属の一種 Lycoptera sp. 骨格 旧満州間島 白亜紀後期

102 ﾘｺﾌﾟﾃﾗ属の一種 Lycoptera sp. 骨格 旧満州朝陽 白亜紀後期

103 ｲｷｳｽ Iquius nipponicus 骨格 長崎県壱岐島 中新世

104 棘鰭上目 Acanthopterygii 骨格 福島県いわき市湯本 中新世

105 ﾎﾎｼﾞﾛｻﾞﾒ Carcharodon carcharias 歯 福島県いわき市四倉 中・鮮新世

106 ｲｽﾙｽ･ﾊｽﾀﾘｽ Isurus hastalis 歯 福島県いわき市 中・鮮新世

107 ｶﾙｶﾘﾇｽ･ｴｹﾞﾙﾄﾆ Carcharhinus egertoni 歯 岐阜県瑞浪市 中新世

108 ｸﾛﾏｸﾞﾛ近似種 Thunnus cf. orientalis 椎骨 宮城県石巻 完新世

109 ﾋﾗﾒ Paralichthys olivaceus 下顎骨・椎骨 北海道根室市弁天島 完新世



110 ﾌﾞﾀﾞｲ Calotomus japonicus 上咽頭骨 鹿児島県種子島 完新世

111 ｸﾛﾀﾞｲ Acanthopagrus schlegelii 棘条 神奈川県横浜市 完新世

112 ｸﾛﾀﾞｲ Acanthopagrus schlegelii 上下顎骨 愛知県田原市伊良湖岬 完新世

113 ﾍﾀﾞｲ Rhabdosargus sarba 上下顎骨 愛知県田原市伊良湖岬 完新世

114 ﾄｳｷｮｳﾎﾀﾃ Mizuhopecten tokyoensis 殻 新宿区早稲田大学3号館 更新世

115 ｲﾀﾎﾞｶﾞｷ Ostrea denselamellosa 殻 新宿区早稲田大学3号館 更新世

116 ﾏｶﾞｷ Crassostrea gigas 殻 新宿区早稲田大学3号館 更新世

117 ﾄｳｷｮｳﾎﾀﾃ Mizuhopecten tokyoensis 殻 新宿区高田馬場駅付近 更新世

118 ﾋﾞﾉｽｶﾞｲ Securella stimpsoni 殻 新宿区高田馬場駅付近 更新世

119 ﾏｶﾞｷ Crassostrea gigas 殻 新宿区高田馬場駅付近 更新世

120 ｱｶｶﾞｲ Scapharca broughtonii 殻 新宿区高田馬場駅付近 更新世

121 ｴｿﾞﾀﾏｷｶﾞｲ Glycymeris yessoensis 殻 新宿区高田馬場駅付近 更新世

122 ﾋﾒｴｿﾞﾎﾞﾗ Neptunea arthritica 殻 新宿区高田馬場駅付近 更新世

123 ﾄｳｷｮｳﾎﾀﾃ Mizuhopecten tokyoensis 殻 中央区日本橋日本銀行 更新世

124 ｲﾀﾔｶﾞｲ Pecten albicans 殻 中央区日本橋日本銀行 更新世

125 ｳﾊﾞｶﾞｲ Spisula sachalinensis 殻 中央区日本橋日本銀行 更新世

126 ｳﾁﾑﾗｻｷ Saxidamus purpurata 殻 中央区日本橋日本銀行 更新世

127 ﾎﾀﾃｶﾞｲ Mizuhopecten yessoensis 殻 択捉島 完新世

128 ｲﾀﾔｶﾞｲ Pecten albicans 殻 千代田区日比谷日活国際会館 完新世

129 ｴｿﾞｷﾝﾁｬｸ Swiftopecten swiftii 殻 択捉島 完新世

130 ﾀｶﾊｼﾎﾀﾃ Fortipecten takahashii 殻 不明 鮮新世

131 ﾄｳｷｮｳﾎﾀﾃ Mizuhopecten tokyoensis 殻 中央区日本橋白木屋 更新世

132 ﾋﾒﾊﾞﾗﾓﾐ Picea maximowiczii 種子 中野区江古田 後期更新世

133 ｽｽｷ Miscanthus sinensis 茎 中野区江古田 後期更新世

134 ｴｺﾞﾉｷ Styrax japonicus 種子 中野区江古田 後期更新世

135 ｵﾆｸﾞﾙﾐ Juglans sieboldiana 種子 中野区江古田 後期更新世

136 ｶﾗﾏﾂ Larix leptolepis 葉 中野区江古田 後期更新世

137 ｺﾅﾗ Quercus serrata 種子 中野区江古田 後期更新世

138 ｳﾘﾊﾀﾞｶｴﾃﾞ Acer rufinerve 葉 栃木県那須塩原市 中期更新世

139 被子植物(複数種) Magnoliophyta 葉 福岡県福津市津屋崎 漸新世

140 被子植物(複数種) Magnoliophyta 葉 兵庫県神戸市 始・漸新世

141 植物(複数種) Plantae 葉 兵庫県神戸市 始・漸新世
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