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栃木県栃木市鍋山町の採掘場より産出したナウマンゾウについて
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要旨：平成12（2000）年，栃木県栃木市鍋山町の吉澤石灰工業株式会社大叶鉱山三峰地区の裂罅
堆積物中よりゾウ化石が採集された．ほとんどの骨は方解石の結晶に包まれていた．プレパレー

ションの結果，100点ほどの部分骨を得た．多くの骨は不完全で部位の同定に止まる．臼歯のエナ
メル環にはナウマンゾウのHolotypeのような明瞭な菱形歯突起（loxodont plica）はない．
　共産した小型哺乳類はAnourosorex属やShikamainosorex属など絶滅種を含み，絶滅率は50％を
越えない．最小個体の数は2頭である．既知の標本の中では最も小さい雌と判定した．
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Abstract： In the summer of 2000, two new specimens of Naumann’s elephant, Palaeoloxodon naumanni 
were excavated from fissure deposits on the western slope of Mt. Mitsumine at the Ogano Mine, of the 
Yoshizawa Lime Industry Co. Ltd., Nabeyama-machi, Tochigi City, Tochigi Prefecture, Kanto region, Japan.
　Most of the fossils were covered with crystal calcite, and hundreds of partial bones were recognized 
as the result of careful preparation. Almost all the material was merely identified as bone portions, 
because of the fragmental condition or incompleteness of the bones. Also, the loxodont plica in each 
enamel rings of the dental plates was obscured.
　Associated small mammal fossils include some extinct genera (e.g. Anourosorex, Shikamainosorex, 
and etc.), though the proportion of extinct genera is less than fifty percent. These elephant fossils are 
identified as the smallest male individual of the hitherto known specimens.

Key Words： Tochigi prefecture, Tochigi city, YOSHIZAWA limestone guarry, Kuzuu formation, Late Pleistocene,
Naumann's Elephant, Palaeoloxodon, Mammalian fossil. 　　　　　　　　　　　
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はじめに

　栃木県佐野市葛生地域にはペルム紀及び三畳紀の石灰岩

が分布し，地層層序及び包含化石については多くの研究が

ある（木村達明，1980；林　信悟，1986）．葛生地域の石灰
岩体はペルム紀の安蘇層群鍋山層が主体である．鍋山層は

上から唐沢石灰岩，羽鶴ドロマイト，山菅石灰岩の三部層

に分けられている．現場では上部石灰岩・中部ドロマイト・

下部石灰岩の三部層としており，これと対応している．石

灰岩体には大小多数の竪穴や裂罅あるいは洞窟（洞穴）が

形成されている．

　洞窟や裂罅堆積物の中には，外来性流入堆積物あるいは

石灰岩の溶解などによる残渣が洞底や裂罅に堆積し，その

中にしばしば多量の脊椎動物化石が含まれ，日本の第四紀

の古脊椎動物相の研究には欠かすことのできない重要な情

報を提供することから，多くの古脊椎動物学者の注目する

ところとなっている．

　鹿間時夫（1933）は当地の洞窟裂罅堆積物を研究して“葛
生層”と命名，堆積物中から産出した化石を研究した．この

成果は日本の後期更新世の脊椎動物相研究の一基準となっ

ている（SHIKAMA，1949）．鹿間は上部葛生層にPalaeoloxodon 
/ Muntjac）zoneを置いたがこの中で引用されているPa-
laeoloxodonの材料は良好でない．主要なものは早稲田大学
の徳永重康コレクションなどであったと思われる．それら

は3地点から産出したもので，1）築地の吉澤石灰採掘場か
らPalaeoloxodon namadicus naumanniの臼歯が，2）大叶の吉
澤石灰採掘場からPalaeoloxodon aomoriensisの上顎M1と下
顎M2が，3）山菅の清水鉱山からPalaeoloxodon  namadicus 
 yabeiの上顎M3植立の顎骨が産出していることになってい
る．築地と大叶の標本は早稲田大学蔵となっているが恐ら

く，眞屋コレクションと一緒に第二次大戦で焼失したもの

と思われる．山菅のものは地元の佐野中学校とされている

が，現在所在を調査中である．いずれにしてもこれらはリ

ストにあるが標本の記載がないので今回のものと比較検討

ができない．また，鹿間の採集した大久保の宮田鉱山から

の標本はElephantidae gen．et sp．indet（Palaeoloxodon?）とさ
れた牙片（東北大Reg．65718）で，これは部分的で比較す
ることができない．ここに登場したゾウの種類はすべてナ

ウマンゾウとして考えている（HASEGAWA，1972）．
　葛生化石館には地元の故清水辰二郎氏の収集したものが

複数箇収蔵されている．その標本については後日報告する

予定である．清水（1992）の「栃木県葛生地方遺化石出土遺
蹟集録（改定版）」によると，葛生町（現佐野市）宮下町大

叶の吉澤石灰採掘場の6地点から，葛生町（現佐野市）会沢
町唐沢の住友セメント唐沢鉱山の1地点，また山菅の山野
井砕石場から臼歯（清水；1992，photo 4）の産出が記されて
いる．葛生化石館所蔵の標本との照合が難しいので今回比

較検討できなかった．

　下部葛生層の化石はステゴドンゾウ系の化石が主体で出

流原，大叶などから知られ，Stegodon orientalis，Parastegodon
akashiensisなどの名称が挙がっているが，Stegodon orientalis
が妥当な扱いだと思う．ここでは層序も含め特に関係しな

いので省略する．

　今回報告する吉澤石灰工業㈱大叶鉱山三峰地区で発見さ

れたナウマンゾウ化石は発見後工事関係者の努力で多くの

標本が収集され，また，共産化石も得られた．さらに現地

もある程度残されていたため地質的な状況も不充分ではあ

るが一部観察ができた．よって，今後葛生地方における第

四紀脊椎動物相の研究を進める上で一つの指標になると思

われるので，報告することとした．共産した中・小哺乳動

物については後日，稿を改めて報告する．

図1．石灰岩の開発が行われる前の三峰山周辺の地形．
　　 昭和35（1960）年．国土地理院発行．5万分の一地形図

「栃木」より．
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発見の経緯と事後の処理

　葛生駅の北7㎞ 地点にある標高605mの三峰山を中心に山
陵の主軸が北西―南東方向に走る急俊な石灰岩の山塊があ

る．三峰山のすぐ北西地点には小規模なドリーネが見られ

るが岩体全体は45度前後の傾斜斜面をなす（図版Ⅰ-1，図
1）．急俊な山塊である三峰山の西斜面を吉澤石灰工業株式
会社が採掘している（図2）．2000年6月22日に掘削作業中の
作業員が標高約500m地点（図3）の切羽の裂罅堆積物中に
化石を発見し，採鉱部に連絡をした．採鉱部の職員らが化

石と思われるものをすべて採集して資料室に保管し，後日

葛生化石館に寄贈された．2011年春，同定のために全資料
が群馬県立自然史博物館に送られたが後述するように標本

に付着する方解石を除去しないと同定ができなかった．約

3ヶ月間かけて付着物の除去作業をすすめたが骨は脆く，
歯科用機器で方解石除去後，骨全体を固化するためパラロ

イドをアセトンで溶解した液を塗布して臨時に保護作業を

施した．割れ目のあるところは濃度の高いアロンアルファ

などを注入して接着したが深部まで含浸したかどうかは分

からない．

　剖出過程で泥質物に小動物の骨などがあることが判った

ので残土をすべて2mm径の篩で水洗式によって篩別した
残留砂を乾燥し，その中から小動物の骨・歯などを拾い出

した．化石はいずれも風化が進んでいてこわれ易く，完全

なものは少ない．その結果，この中から絶滅種を含む複数

種の小型哺乳類や鳥類などが産出した．標本はすべて葛生

化石館（KFM： Kuzuu Fossil Museum）に保存されている．
　

地質学的背景

　堆積物は拳大かそれ以上の石灰岩角礫と残留粘土よりな

り，中に鹿沼土のものと思われる火山灰あるいは鉱物がみ

られる．骨はトラバーチン状かそこまで進まない厚さ数

cmの方解石結晶に包まれたものである．化石採集地点は
およそ標高500mで（図版Ⅰ-図1），それより上方20m以上に
わたって残留粘土の付いた褐色の壁面（図版Ⅰ-図2）がみ
られることから裂罅の上端（入口）は520mより高い標高に
あったと考えられる．この堆積物が竪穴の底部であったか

裂罅の一部であったかははっきりしない．しかし，ゾウ化

石の頸椎及び胸椎部が交連関係にあり，その環椎は頭蓋片

図2．三峰山南西側の採掘進行状況（2011）年を示す．☆印が2000年6月22日の採集地点．標高はおよそ500m．国土地理院発行2万5千
分の一地形図「仙波・下野大柿」より．
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に残された後頭顆と大きさがぴったり合うこと．二組の下

顎骨は左右の揃った上顎臼歯列と遊離した左右対の臼歯の

磨耗の進行程度がそれぞれ一致すること，すなわち上下二

組の咬合が合うといったことなどから考えるとほとんど竪

穴に自然墜落したままの状態といえよう．だとすると落ち

込み穴がなければならないが，その形跡ははっきりしな

い．仮にあったとしてもその位置は少なくとも550～560m
以上に開口していたと考えられる．当時の三峰山の地形が

現在の地形と同じだったとしたらゾウがこの三峰山に登る

ことは極めて困難であるし，登れたとしても，この傾斜で

穴の入口まで降りることもできないであろう．考えられる

ことは，当時この山体はゾウが登れるような緩い斜面で，

三峰山西側にドリーネか竪穴が開口していたような状況

（景観）でなければならない．すなわち，かつて当地の石

灰岩体は広域にカルスト地形が発達し，象など大形四足動

物が行き来出来るようなゆるやかな地形であったと考えら

れる．

産出化石

　この吉澤石灰工業㈱大叶鉱山三峰地区から産出した化石

には下記のものがある．これらはすべて象化石を取り出し

た時に残った残留粘土を水洗いして得たものである．

　　　1．Palaeoloxodon naumanni
　　　2．Moschus moschiferus ?
　　　3．Microtus sp．
　　　4．Apodemus sp．
　　　5．Glirulus sp．
　　　6．Anourosorex japonicus
　　　7．Shikamainosorex densicingulata
　　　8．Mustelidae，gen．et sp．indet
　　　9．Rhinolophus ferrumequinum
　　 10．Aves．gen．et sp．indet．
　この中で1，2，6，7は絶滅種であり，鹿間（1933）の上部葛
生層のPalaeoloxodon zoneに対比される．三峰山頂上600m
付近のカレンフェルドの堆積残留粘土層中に鹿沼土に由来

すると思われる黄色の火山灰粘土の小粒が入っているが，

それが二次的に裂罅内に流入したものか，採石中の土砂に

混入したものかは定かではない．いずれにしてもナウマン

ゾウの死は鹿沼土堆積以前の事件であったと考える．

図3．採集地点拡大図．1／2000を1／2縮小．
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標本の記載

分類学上の位置

Order　Proboscidea Illiger，1881
Family　Elephantidae Gray，1821
Subfamily　Elephantinae Gill，1872

Genus　Palaeoloxodon MATSUMOTO，1924
Type Species　Palaeoloxodon naumanni（MAKIYAMA），1924

1924．Elephas namadicus naumanni MAKIYAMA：MAKIYAMA，
Mem．Coll．Sci．Kyoto Imp.Univ．，Ser．B，vol．1，no．2，264，pls．
　Ⅹ-XVI，fig．1．
1972．Palaeoloxodon naumanni（MAKIYAMA）：HASEGAWA，Bull．
　Nat．Sci．Mus． ，vol．15，no．3，526-543，pls．I-XXII，text-figs．
3-7，12．
1973．Elephas naumanni MAKIYAMA：KAMEI and TARUNO，Mem．
Fac．Sci．Kyoto Univ．，Ser．Geol．& Mine．，vol．39，no．2，
104-114，pls．IV-XI．

　取り出したゾウの部分骨は100点を超えるが破損が激し
く，完全なものは少ない．他標本との比較できるのは現時

点で1割程度である．ここでは主要なものについて記録し
ておく．

左右上顎第二・第三大臼歯（2M2・3M3）（KFM-1764）

　図版Ⅲ-図1a～d．
　左右の2M2と3M3が残る．口蓋の保存は良いが，頭蓋の外
側は骨がほとんど剥離していて形態の観察はできない．

　右M2の近心エナメル稜は1ないし2稜欠ける．左右の咬

耗が進み，近心のエナメルは高さ5㎜ 程度で，歯根も縮小
している．残されたエナメル稜はそれぞれ5稜ずつで，各
エナメル環の中程やや広く，全体に菱形をなし，両端は強

く後方へ曲り，ナウマンゾウの特長を示す．それにくらべ

るとM3は左右共に5稜まで磨耗が進んでいるが3稜までの
エナメル環は前後に大きくみだれ形態の特長をつかめられ

ない．5稜目より後方のエナメルの乳頭は7個位で13稜目位
までは比較的乳頭の大きさが揃っている．15番目より後方
は乳頭の大きさにバラつきがある． 
　右M3の5稜目まで磨耗有．6稜より10稜までは均等な傾
斜で並ぶ．11稜から15稜までは歯嚢骨中に在り，右側と較
べると15稜までと考えられる．さらに，後続は3稜ある．
その先は不明．あってもタロン状のものと思われる．よっ

てM3の稜数は18稜までは確実である．
　測定値は次のとおりである．

　左臼歯（2M＋3M）の咬合面長156㎜，最大幅64㎜．
　左2M；歯冠長（前後）90㎜，歯冠最大幅（5稜目）64㎜．
　左3M；歯冠長（前後）207㎜，歯冠最大幅（3稜目）70㎜，

高さ±165㎜．
　歯板はほとんど平板状．5稜まで磨耗有．歯板は正中線
に対して舌側が前方に頬側が後方になるよう斜交配列をな

す．また，6稜から15稜までの各歯板の先端は咬合面に対
して45度程の角度で段階的に低く，規則的に配列する．16
～18稜ではやや段差大きい．18稜より後方の有無は不明．
あってもタロン状のものと思われる．

　測定値：

　　右臼歯咬合面長（M2＋M3）＋132㎜，最大幅65㎜（4稜目）．
　　右M2；歯冠長（前後）＋78㎜，歯冠最大幅（4稜目）65㎜，

歯冠高＋35㎜．
　　右M3；歯冠長（前後）195㎜，歯冠最大幅（第三稜目）

67㎜，歯冠高（6稜目）154㎜．
　　左右M2の近心舌側での間隔（距離）45㎜．
　　左右M3（3稜目）の舌側での間隔（距離）71㎜．

右上顎第三大臼歯（M3）（KFM-1765）

　図版Ⅳ-図1a, b
　5稜に磨耗有．磨耗面のエナメル褶曲は不規則で第Ⅲ図
版の左・右大臼歯の揃ったKFM-1764標本と較べて若干小さ
く，磨耗度はほとんど同じである．セメント質の被覆は

KFM-1764より若干多い．稜数は15稜で，頬側の歯板の間
隔がわずかに大きい．よって，歯板は頬側がやや後方に位

置する．歯板の乳頭は7個，舌側と頬側の歯板片は下方で
幅が広く，それぞれの内側歯板片との境は切れ目が深い．

内側歯板片前後にエナメルの隆起條が2～3個みられる．
　歯冠全長198㎜（15歯板），歯冠最大幅67㎜（第3稜目），
歯冠高さ132㎜（5稜目）．咬合面長52㎜，最大幅52㎜（第2
稜目），第15稜目の歯板の厚さは11㎜，最大幅61㎜，高さ70
㎜でほぼ亜三角形．セメント質は先端乳頭近くに2㎝程度図4．交連頚椎・胸椎（上半）と頭骨一部（下半）との産状．
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の範囲にみられるだけである．

左上顎第三大臼歯（3M）（KFM-1766）

　図版Ⅳ-図2
　11稜だけで前後欠損．歯嚢骨がわずかに残る．右上顎第三
大臼歯（KFM-1765）と比較すると4稜が欠損していて，最初
の1稜目が前者KFM-1765の5稜目に対応すると思われる．後
続の歯板は先端が少しずつ段階的に低く傾斜して並ぶ．歯

根部は6稜まで連絡する．ただし，一番前の歯根は下半が破
損している．セメント質は前位の5稜の過半にできている．
　歯冠長（＋11＋）＋135＋㎜．歯冠最大幅（2稜目）73㎜，
歯冠高（2稜目）155㎜．形状からしてKFM-1765とKFM-1766

は左右一対のものだったと思われる．

左下顎骨及び第三大臼歯（3M）（KFM-1770）

　図版Ⅳ-図3: 図版Ⅴ-図3
　完全な第三大臼歯を植立する．下顎骨は不完全で下顎枝

等を欠き形態の復原は難しい．また顎結合部も欠損し，第二

大臼歯（2M）の歯根跡がある．下顎体の下縁は大きく弯曲す
る．歯板は17枚まで数えられる．あとは歯嚢骨中に何枚ある
かは不明．歯板の比率からみると5㎝ に5枚あるので，4枚な
いし最大5枚が内在するはずである．上顎歯の歯板数（KFM-
1764）と比較すると18枚以上は確実に在る．歯冠幅が狭く
咬合面観でやや華奢な感じのヤベゾウPalaeoloxodon n．

図5．左上顎第二・第三臼歯（KFM-1764）の咬合面． 図6．右上顎第二・第三臼歯（KFM-1764）の咬合面.

図7．右下顎第二・第三臼歯（KFM-1767）の咬合面. 図8．右下顎第二臼歯（KFM-1769）の咬合面.



栃木県鍋山町産ナウマンゾウ化石 55

yabei（MATSUMOTO，1930）やいわゆるシガゾウと呼ばれる
Archidiskodon  paramammonteus  shigensis（MATSUMOTO and 
OZAKI，1959）に似ている．典型的なナウマンゾウの下顎歯
の歯板を側方より見ると“くの字”型に曲るが，当該標本

の歯板はほとんど上顎歯のように直線的である．

　図版Ⅴ-図3は同じ標本の咬合面観を示す．咬耗は6稜ま
で進んでいる．各稜のエナメル環は完結していない．ほと

んど3つの小環となっている．顎体の厚さ（M3の3稜目）130
㎜，顎体の高さ（M3の3稜目）115㎜，咬合面長74㎜，咬合
面歯冠最大幅（二稜目）58㎜, 歯冠3M最大長（17番目の稜上
端まで）170㎜＋，おそらく220㎜前後である．
　臼歯の後方は歯嚢骨中にある．歯板は下顎頭直下を起点

に斜下方舌側に向い，その先は唇側へほぼ真直ぐに押出し

て行く．2Mの存在した痕跡が歯根でみられるが，その大き
さは標本KFM-1769で想定できる．

右下第二大臼歯（M2）と第三大臼歯（M3）（KFM-1769）

　図版Ⅴ-図4
　下顎骨は臼歯部分だけで，ほとんどの部分は欠如する．

M2は1稜目はわずかにエナメル稜の一部が残るのみで，2稜
目は両端欠く，エナメル環が前後ほぼ並行．3稜目のエナ
メル環は中央やや広く，僅かに菱形となる．4と5稜目のエ
ナメル環はやや頬側寄りの中程で連絡する．M2の歯冠最
大長65㎜．歯冠最大幅（3稜目）50㎜．
　M3は8稜よりなり後方は欠如する．6稜目まで磨耗が進
んでいる．しかし，充分ではなく，1稜目は2個，2稜から4
稜までは3個の小エナメル環を作り，5稜目は乳頭が少し磨
耗した程度である．その状態はKFM-1770の磨耗とほとん
ど同じである．咬合面での磨耗面前後長131㎜，
　咬合面での磨耗面頬舌幅58㎜，M3の歯冠最大長100㎜，
歯冠最大幅（8稜目）70㎜，歯冠最大高（8稜目）127㎜．顎
骨最大幅（M3の近位部分で）＋120㎜．
　すなわち，臼歯の磨耗度を較べるとよく似ていることか

らKFM-1769とKFM-1770は左右一対のものと考えられる．
この一対は上顎臼歯KFM-1764と組合うものと思われる．

右下第二大臼歯（M2）（KFM-1767）

　図版Ⅴ-図2
　ほぼ完全な第二大臼歯と顎骨．顎骨には第三大臼歯のタ

ロンが第二大臼歯の後部に残っている．さらに舌側の壁

に，歯板2枚の存在を示す凹みがある．
　第二大臼歯は近位の幅が縮小し，咬面は近位が狭く遠位

で広くなる長亜三角を呈す．磨耗が良く進み近・遠心側は

タロン状で，5稜はよい形状のエナメル環をなし，両端はく
びれて前方へ曲る．千葉県因幡沼産ナウマンゾウの下顎

M1（HASEGAWA，1972，text.fig.13）の形状と似ている．
　歯冠最大長125㎜，歯冠最大幅（5稜目）68㎜，咬合面の
長さと幅も同じである．稜比6/100㎜．

　歯板計測値（in mm）

　頣孔は歯の前縁とほぼ同一線上にある．下顎体前縁は垂

直に近い．頣隆起は破損していてよく判らないが小さい．

左下第二第三大臼歯（2M・3M）（KFM-1768）

　図版Ⅴ-図1
　第二大臼歯（2M）は咬面で近位が狭く遠位は広い亜三角
形を呈す．1稜目はタロンをもつか，2稜目半分が欠ける．
3稜目破損．4・5・6稜は良好，タロンあり．歯冠長130±mm．
歯冠幅68mm．この大きさと形態はKFM-1767と似ている．
おそらく同一個体と思われる．

　歯板計測値（in mm）

　第三大臼歯（3M）は8稜までは顎骨から出ている．
　歯板数は14枚まで確認できるがそれより後部は欠ける．
近位の5稜目まで磨耗がみえるが，充分でないのでエナメ
ル環の形状は不規則である．2Mの遠位付近の顎体の厚さ
は114mm＋顎体の高さ120mmである．
　KFM-1767と1768は同一個体で，磨耗の度合と歯冠の大
きさなどから上顎歯KFM-1765と1766が同一個体のものと
考えている．そして，歯冠幅などは上顎歯と下顎歯の幅が

ほとんど同じである．

牙片（KFM-1774）

　図版Ⅵ-図2
　牙の破片は一点だけ産出した．長さ100㎜，先端の幅32㎜，
後端幅40㎜，同心円状の直線からみて50㎜ 径の太さがあ

る．ほとんど直線的で小さい．断片的で推測に過ぎないが，

おそらく雌か若い雄の牙片と思われる．また，左右いずれか

は不明であるが，小型の個体の牙の先端部と考えられる．

最大（左右）幅最大（前後）長歯　板

4321第1稜

5511第2稜

6110第3稜

6310第4稜

659.5第5稜

6111第6稜

最大（左右）幅最大（前後）長歯板

4021第1稜

＋2610第2稜

――第3稜

6511第4稜

6410第5稜

58.58.5第6稜

437.5タロン
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頭骨片（KFM-1771）

　図版Ⅵ-図1a, b
　後頭顆とその前後の骨が若干残るが，いずれも不完全で

ある．残存する骨の最大前後長195mm．後頭顆はかなり
小さい．後頭顆の最大長（近遠心）66㎜，最大幅（内外側）
53㎜，最大高（背腹）30±㎜．

茎状舌骨（KFM-1773）

　図版Ⅲ-図2
　不完全な茎状舌骨（stylohyoideum）で，上枝後枝を欠く．
下枝は基部でうすく板状となるが，下枝は一部欠くが全体

の形状が推定できるだけ残る．先端に向って細く小さくな

るが，その断面は大体亜楕円形である．全体はゆるくなめ

らかに弯曲し，後方に曲る．また，基部近くは外側に張り

出し，先端は内側に曲る．下枝の形状は既報告の野尻湖標

本（INUZUKA et al，1975），浜町標本（犬塚ほか，1981）と
類似する．長さは基部から＋90㎜；基部での厚さ8㎜ であ

る．

環椎（第1頸椎）（KFM-1775）

　図版Ⅵ-図4a～d
　不完全な環椎である．背弓と左右横突起先端部欠ける．

椎体は全体に前後に短く，左右に長い．

　前弓は非常に緩い弯曲をなす．前結節の部分は欠けてい

るようにみえるが，あっても極めて小さいと思われる．上

関節窩は深く凹む．外形はイチョウの葉形をなす．左側内

側は不完全．左側横突起は全体に前方へわずかに弯曲す

る．横突起孔は比較的大きく上下方向に長い楕円形をな

す．歯窩はＵ字形をなし，上より広い椎孔とつながる．そ

れは逆ダルマ形の孔をなす．

　下関節面の外形は下方と側方がやや突出した亜四角形

で，関節面は内側から側方へ緩い弯曲面をなす．内側縁は

垂直に近く，上縁はやや外方に肩上りの直線をなし内側縁

と直角形となる．

　計測値（in mm）

軸椎（第2頸椎）（KFM-1776）

　図版Ⅵ-図3a～c
　ほぼ完全な軸椎．椎体浅く，後凹む．上関節面はゆるく

前凸．側方に広がる．

歯突起尖は短い円錐形で，その下部は上関節面に自然に続

く．横突起孔前後に長い楕円形をなす．棘突起は大きく，

上面からみると方形でこの面は前方へ傾斜する．四方の角

はふくらみ低い四つの瘤が発達する．後関節突起は小さ

く，棘突起と同程度後方に突出する．

　椎体は前後短く，横広い．横突起は椎孔下縁より下にあ

る椎孔は大きい．

　計測値（in mm）
　　軸椎最大幅 160±
　　軸椎最大長 105
　　下関節面（左右）最大幅 97
　　棘突起最大長（前後） 80
　　棘突起最大幅（左右） 75
　　椎孔最大径（左右） 63
　　椎孔最小径（上下） 50

77最大前後幅

＋245左右最大長

18×14右横突起孔

65上関節窩最大長（上下）

55上関節窩最大幅（内外）

18上関節窩最大深さ

53左下関節面最大長（上下）

52左下関節面最大幅（内外）

51右下関節面最大長（上下）

61右下関節面最大幅（内外）

48前結節最大幅（前後）

図9．軸椎（第二頚椎）の計測部位．a，近位面．b，背面．



栃木県鍋山町産ナウマンゾウ化石 57

頸椎（2～7）（KFM-1776, 1777）

　図版Ⅶ-図1a，b
　既述した軸椎から第7頸椎までは部分的な破損はあるも
のの，概ね完形を保つ．軸椎以外は椎体が前後方向に薄

く，浅い前凸後凹形，棘突起は低く，左右後関節面両端の

距離は後方に向って幅が広くなる．

　交連頸椎（2～7）最大長700mm．最大幅（第4頸椎）＋160mm．
最大高（第4頸椎）＋175mm．
　計測値（in mm）

　1個だけ別に産出した頸椎（KFM-1777）は交連した頸椎
と比較すると，棘突起の形様が交連標本（KFM-1776）の第
3頸椎に類似している．大きさは，両者共ほぼ同大．
　当該標本では臼歯以外の部分骨では交連した頸椎以外完

全なものはなく，その中で部分の特定できたものを選んで

記述の対象にした．交連頸椎は分離が難しいので状況の理

解が出来る程度に止めた．この頚椎の腹側に左右対の上顎

歯KFM-1764がぴったり接した痕跡が残っているが同一個
体のものかどうかは不明である．

　助骨（図版Ⅷ-図13）は数が多いが断片的で助骨頭のな
いものが多く．完全に復原のできるものがなく特長がはっ

きりしないので除外した．四肢骨は一応記録したが種的特

長を抽出するまで検討できなかった．

前肢骨

　肩甲骨（KFM-1781,1782,1783）

　図版Ⅷ-図1，図2，図3
　いずれも不完全なもので，右肩甲骨（KFM-1781）；図1，左
肩甲骨（KFM-1782，1783）；図2, 図3にみられるように肩
甲棘三角と上端棘上窩および棘下窩を中心に産出した．3
点とも上縁のゆるやかな円形の輪郭をなす．棘下窩の内側

への強い弯曲は3者共よく類似している．肩甲棘はいずれ
も破損している．

　計測値（in mm）

　上腕骨（KFM-1784,1785,1786）

　図版Ⅷ-図4，図5，図6
　図4（KFM-1784）標本は3標本中最も保存がよい．骨体は
まっすぐで，前後にやや扁平．遠位は左右に扁平となるが

大腿骨滑車部分は破損している．

　転子窩は幅広く，深くない．大結節の遠位は三角筋粗面

へ続く．三角筋稜はよく発達し前面は平坦である．外側縁

は骨体中程で外側から内側へ強くねじれるように曲がり，

遠位は骨体遠位部に滑らかに続き，膝頭窩上縁でなくな

る．骨体遠位は膝頭窩と回外節一部を残すのみで，特長の

把握は難しい．

　計測値（in mm）
　　全長 570　
　　近位最大内外幅 143＋
　　近位最大前後長 154　
　　骨体中央部内外幅 60　
　　骨体中央部前後長 108　
　　回外節（近位一部）最大幅 62　
　　回外節最大長 147＋

　図6（KFM-1786）標本は左上腕骨近位端のみ．遠位部ほ
とんど欠損する．写真で外側には約30㎜ 前後の方解石の

付着した部分をのこしてある．この標本は骨頭の表面かな

りの部分破損しているが，外形ほぼ理解できる．大転子，

後部上方と前方へ突出する．大結節は発達よい．

　計測値（in mm）
　　近位最大内外幅 170
　　近位最大前後長 161
　　遠位破損面内外幅 ＋96
　　遠位破損前後長 ＋50
　　上腕骨頭内外径 ＋105
　　上腕骨頭前後径 ＋128

　図5（KFM-1785）標本は右上腕骨遠位端のみ．また，内側
上顆と外側顆の一部を欠く．鈎突起窩と烏口窩は広く浅く

凹む．外側上顆外側から斜上方に向って回外節発達が顕著

である．その外側縁は平面的である．

　計測値（in mm）
　　遠位部最大長 ＋325
　　回外節上端での骨体最大幅 ＋158
　　回外節最大長 180
　　回外節最大幅 82
　　骨体最大左右径 65
　　骨体最大前後径 97
　三者のうち図4（KFM-1784）と図6（KFM-1786）の上腕
骨頭部での比較でみると大きさ形状はよく似ている．ま

た，図4（KFM-1784）の遠位部と図5（KFM-1785）の回外
節はよく似る．

95軸椎（第1）

250環椎（第2）

98　　（第3）

100＋　　（第4）

112　　（第5）

120　　（第6）

126　　（第7）

全最大幅残存部位最大長標本番号

195＋171＋KFM-1781

260＋302＋KFM-1782

145＋275＋KFM-1783
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　尺骨（KFM-1787,1788,1805）

　　図版Ⅷ-図7（KFM-1787），図8（KFM-1788）
　尺骨片は3点産出しているが，いずれも不完全なもので
ある．図7（KFM-1787）は肘頭のみ，図8（KFM-1788）は
前者に比べて大きく，烏啄窩と橈骨切痕の一部が残る．も

う1個（KFM-1805）は肘頭と一部鈎状突起がみられる．唯
一3点を比較できるのは肘頭後部のみで，図8（KFM-1788）
標本は肘頭の後部の稜が図7（KFM-1787）標本より細く，
個体が違う．

　写真にない（KFM-1805）標本は後稜の太さ，稜の弯曲度
から左右相対することから図7（KFM-1787）標本と同一個
体のものと判断される．

　計測値（in mm）

後肢骨

　大腿骨（KFM-1789,1797,1798,1799）

　　図版Ⅷ-図10（KFM-1789）
　大腿骨として分別したのは4点あるが，いずれも不完全
なもので他標本と比較する上であまり使えない．もともと

ゾウ類の大腿骨は単純な骨で，骨体はまっすぐで，前後が

薄く，横幅が広い．図10（KFM-1789）の標本は，大転子の
外側後方への発達により角張った稜を作る．

　KFM-1797標本（図なし）はKFM-1789標本に相対し，大転
子の後側稜が右側にあたることから右大腿骨とした．

KFM-1798は側面の角張りから大腿骨の近位部とした，
KFM-1789と重複する部分になることから別個体といえる．
KFM-1799は右大腿骨の内側顆の部分であるが近位のどの
標本とも関連がつかない．

　計測値（in mm）

脛骨（KFM-1790,1801,1802,1803）

　図版Ⅷ-図11（KFM-1790）
　いずれも一部のみである．左脛骨近位膝蓋部（KFM-
1790），左脛骨遠位端（KFM-1801）と右脛骨体（KFM-1802，
1803）および遠位端？（KFM-1804）などがあるが現生ゾウ
類と比較して部分の認定がかろうじて出来る程度の保存で

ある．

骨盤（KFM-1791,1800,1801）

　骨盤の一部と判定した（KFM-1791）は右側骨盤の寛骨臼
窩の一部と思われる凹面あり，腸骨の内側がゆるく凹み，

外側に凸，上縁に特長的な凹みがある．同程度のインドゾ

ウと較べて，骨体下縁かなり厚い．右腸骨先端（KFM-1800）
は三角形に尖る．残存する部分の計測値（in mm）

胸椎（KFM-1778,1779,1780,1776）

　図版Ⅶ-図3
　胸椎（KFM-1778）標本は棘突起を欠くが比較的保存が良
好である．椎体は亜三角形で前後に薄く，左右・上下に広

くゆるい前に凸で後は凹む．横突起は太く，頑丈，斜後上

方へ突出する．おそらく胸椎の6ないし8番目位になる．椎
孔はやや横長楕円形である．

　（計測値）in mm
　　左右横突起間距離 166　
　　椎孔径（上下） 36　
　　椎孔径（左右） 45　
　　椎体厚（前後） 46＋
　　椎体幅 92　
　　椎体高 90　

胸椎2（KFM-1779）

　図版なし

　この標本は不完全であるが椎体の後部椎間板はほぼ残

る．前部椎間板は欠損する，椎体の厚さからして胸椎前方

のものと思われる．

胸椎3（KFM-1780）

　図版Ⅵ-図5
　横突起の一部と棘突起のみである．棘突起は小さく低く

後方に延びる．おそらく胸椎の14～16番ぐらいのものと思
われる．

胸椎4（KFM-1776）

　図版Ⅶ-図1a, b, 図4
　この標本は交連頸椎（1～7）の上に逆になって乗ってい
るものである．3個が重なり，胸椎の3，4，5番目と判定し
た．3番目の椎体は欠けるが棘突起は太く，長い．尖端は
大きく膨らみ三角形をなす．断面は三角形で後方が凹む．

その上に薄くてやや短い棘突起のある胸椎が並び，さらに

その上に横突起と椎体の一部だけの不完全な胸椎が並ぶ．

三者共同じ向きの配列をしていることなどから3個は交連
関係にあるといえる．ただし，第1，第2の胸椎がないので

最大幅最大高最大（前後）長標本番号

69＋102＋177＋KFM-1800

100＋ 135＋198＋KFM-1791

70＋125＋110＋KFM-1801

骨稜の最薄部の厚さ残存部位最大長（近遠）標本番号

±27＋145KFM-1787

＋19＋175KFM-1788

29＋155KFM-1805

最大厚
（前後）

最大幅
（左右）

最大長標　本　番　号

65＋145＋260＋左大腿骨（KFM-1789）

66＋125＋175＋右大腿骨（KFM-1797）

44　123＋82＋右大腿骨（KFM-1798）

122＋70＋140＋右大腿骨遠位部（KFM-1799）
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交連頚椎と同じかどうかは確実ではないが，ここでは同一

個体のものと考えた．

　（計測値）　棘突起最大長　　　275mm
　　　　　　棘突起先端前後厚　 56mm

尾椎（KFM-1794,1805）

　図版Ⅷ-図14
　不完全な尾椎2点あり．KFM-1794の椎体腹側は背側に浅
く凹む，左側前関節面かすかに内側にみられるが明瞭でな

い．後関節突起も関節面もない．棘突起後上方へ突出する先

端は椎体の後端よりやや後方に出る．横突起やや斜後方へ

伸びる．

　KFM-1805標本は不完全でややつぶれている．椎間板は
前後共に欠けている．癒合した形跡はない．棘突起の起点

での椎孔の幅はKFM-1805より広いので，これより前位の
ものである．両者は尾の中程のものと推定される．

中足骨（KFM-1795）

　図版Ⅷ-図15
　中足骨（KFM-1795）は短く，遠位はせり上っている．骨
体背面よりみた形は正中にほぼ並行した矩形で小頭部を欠

く，基底部平坦にして逆三角形をなす．両側近位に上下に

関節面あり，よってこの指は第2又は第3中足骨と思われ
る．残存部最大75＋㎜，基底部幅53＋㎜，高さ66＋㎜，骨
体中央部での最小幅45㎜，同部分での骨体の厚さ40㎜．

末節骨（KFM-1796）

　図版Ⅷ-図16
　中節骨（KFM-1796）は表面の風化激しく海綿質が露出し
ているが方解石によって固く，概ね形態が原形に近いと思

われる．基底部はほぼ平面，内側に幅広の亜楕円形．骨体

短く小頭部は大腿骨のように大きく盛上る．やや内側腹側

で大きい．後肢右第5中節指か．最大長57㎜，基底部幅45
㎜，高さ33㎜，小頭部幅50㎜，高さ53＋㎜．

剣状突起？（KFM-1792）

　図版Ⅷ-図12
　背面観で長い鼓形をした標本（KFM-1792）．先端突，側
面でみると腹部平坦，背面は先端もり上がり後方へ低くな

る．後方左右に広がった部分に軟骨付着面と思われる浅い

凹みがある．凹みの表面はあばた状である．最大長116㎜，
最小幅27㎜，

考　　察

　吉澤石灰工業㈱大叶鉱山三峰地区のゾウ化石は多くの部

分が産出し，2体分のものと考えられるが，ほとんどが不完

全なもので，各部分の特定が精一杯で各部分の特長を把握

できるものは少ない．大叶鉱山三峰地区の産出化石に相当

する部分で比較対象になりうるものは北海道の十勝標本

（亀井他，1991），東京都の浜町標本（犬塚他，1981），千
葉県の印旙沼標本（HASEGAWA，1972），神奈川県の横須賀
大木根標本（長谷川他，1971），瀬戸内海の備讃瀬戸山本コ
レクション（樽野，1988）など記録されたものはかなりあ
るが，まだ変異の程度は十分に吟味できるだけのデータが

ない．実際にはより多くの資料を望みたいがそれ以上に問

題なことは日本産ナウマンゾウの雌雄差についての検討が

極めて不充分なことである．北川ほか（2006）が広島大学
所蔵の諸島標本を整理した際に環椎および上腕骨など既報

告のものと比較したが，それぞれ個体変異が大きいことが

判る．現時点でナウマンゾウの骨格形態の特長を抽出する

にはまだ不充分である．大叶鉱山三峰地区の当該標本では

臼歯以外は極めて断片的であって，部分の分別以上のこと

は今の段階では議論できないので，この問題は将来，より

よい雌雄差や年齢差の識別できるものを基準にして比較検

討するのがよいと考え，本報告では簡単に記述した．

　さて，当該化石がナウマンゾウであるかどうかという問

題であるが，これも決して簡単ではない．実は日本で最も

多産しているナウマンゾウでさえ臼歯で雌雄を決めること

が出来ていない．とくに遊離した臼歯もさることながら，

上顎臼歯は切歯の歯槽の存在で判るが，歯槽ないし歯槽跡

のないものや下顎では決して簡単ではない．

　典型的なナウマンゾウの正模式標本は第6番目の臼歯で
雄象である．この臼歯の磨耗度は最も良い状態にある．各歯

板は前後が概ね接しており，下臼歯はエナメル環が菱形で

アフリカゾウのそれに似ている．左右の端の部分がそれぞ

れ前方に曲っている．上臼歯はエナメルが波状に不規則に

伸縮し前後に突出する．それはアジアゾウに似ている．また

上臼歯の方が下臼歯より幅広い（HASEGAWA，1972；texf-fig．
12）．ところが，当該臼歯のエナメル環の形は歯板の中で僅
かに菱形をなすものもあるがほとんどは軽微である．各歯

板の両端は下臼歯では前方へ，上臼歯で後方へ曲る．上・下

共よく似ていて，歯稜間の幅はほとんど同じである．典型的

なナウマンゾウ型とは言い難いほどである．エナメル環で

は山本コレクションのNo．ＹＭ486の形が似ている（樽野，
1988）．一見，いわゆるシガゾウと呼ばれるArchidiskodon 
paramammonteus  shigensis  MATSUMOTO and OZAKIに似てい
るようでもあるが，これに属する方が望ましいと考えるほ

どには似ていない．歯板が歯頚部近くで大きく“くの字”

型に曲る点ではシガゾウの方がナウマンゾウ的である．

　エナメル環の咬合面でみられる形態はMATSUMOTO（1926）
のParelephas protomammonteus（MAT.）typicusに似るところ
もみられるが下顎歯の歯板が大きく“くの字”に曲る点な

どはこの種の方がよりナウマンゾウ的といえる．台湾産の

Mammuthus　armeniacus taiwanicus（SHIKAMA他，1975）の
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中に似た標本がみられるがこれらの変異も大きく，またこ

れらは時代的にかなり古いので，にわかに安易な類似性を

取上げて論ずるには問題が多く，比較には慎重にならざる

を得ない．KFM-1764標本の上顎第二臼歯の一部には明瞭
なナウマンゾウ型のエナメル環を示す部分がみられる．

　亀井他（1971）は各臼歯の歯板数（稜数）を
 ？・7・12・12・15・17～19
 ？・8・12・12・15・17～18　とした．
　Hasegawa（1972）は
 3・8・11・13・15・19
 3・8・11・13・15・19　　を提示した．
　当該標本KFM-1764では18稜で
 M3　18
 M3　18 or 19
でこの範疇に入る．KFM-1770では，稜頻度は6～8/100㎜
かそれ以下である．これはM2とM3の交替期にあって，ど
ちらも歯のM2は磨耗が進み過ぎているし，M6は磨耗状態
が進んでいないのでエナメル環の形状で比較するときにあ

まり参考にならない．

　正模式標本は雄であるが，当該標本はかなり小さく，と

くに臼歯の細かい点で異なる特長がみられる．ここでは，

小さいことと華奢な感じの臼歯や骨格から雌と考えられる

べきものとした．瀬戸内海産の標本などと比べても小さ

い．単に小さい個体というに止めるが，別種あるいは矮小

化したものかどうかといった議論をするころは将来の課題

としたい．

　地形的に標高500m以上の高い地点に在り，現在の山地
の形態は険しく大型四足動物が上り下りできる地勢ではな

い．かつて，侵食の進まない時期のゆるい傾斜の形成され

ていた時代に自然の陥穽（落とし穴）に落下したものと思

われる．それは，頚部の椎骨が交連状態で産出したことか

ら証明されよう．

　これらの化石は大部分が厚い方解石に被覆されており，

方解石は骨と骨の空間，骨の内部など多くの場所に形成さ

れていた．いわゆる板状のトラバーチンに包含された状態

ではない．骨自体は極めて脆く，筆者等の経験したことの

ない保存状態であった．こうした保存状態から考えるとか

なりの古さを思わせる が年代の決め手となるものは共産
化石以外に見つかっていない．

　ゾウ化石発見地での現在の地形的条件が大形動物の棲息

環境として極めて厳しく，生活圏と考えた場合大変理解し

難いことを指摘したが，類似例は北九州市平尾台カルスト

にある．平尾台カルスト台地の古くから知られている鍾乳

洞の一つ“青龍窟”は特に有名である．この洞窟は蛇行し，

かつ重層構造をしている．この青龍窟は広谷台と呼ばれる

石灰岩体の下にあるが，1976年冬に地元の洞窟探検家達が
広谷台カルストの傾斜面の岩陰から水蒸気の出ている穴を

見つけた．その穴は小さく入口を掘り広げて入洞したとこ

ろ，中はかなり広く，下が青龍窟に連絡している傾斜のき

つい支洞であることが判った．ナウマン支洞と呼ばれるこ

とになったが，それは支洞の傾斜面に堆積していた残留粘

土層中からナウマンゾウの頭骨など幼体化石が発見された

（長谷川他，1980）ことによる．最少個体の数は2頭であっ
た．入口付近は標高440±mであるが，元来はもっと上に洞
口があったものと思われるが古い洞口の形状を探る手掛か

りは全くない．この平尾台全体がとくに北側は険しい断崖

をなしていて，この三峰山以上に険しい．ここでも古地形

の復原はされていない．

ま と め

　今回報告したナウマンゾウ化石は，葛生地区周辺から産

出した標本の中では1箇所からもっとも多く採集されたも
のである．判定の困難な破片などは除外して，重複する部

分についてのみ比較した．各部分骨の判定により最小個体

数を推定すると次の通りである．

　　　　　 最小個体数を推定した部分骨数

・臼歯，頸椎，肩甲骨および上腕骨などそれぞれ同じ部位

で2個ずつみられる．すなわち2頭分のものといえる．大き
さなど考慮しても，これ以上になる可能性はない．

　いずれも第3大臼歯をもっていて，2体の臼歯の磨耗程度
からほとんど同年齢に近い．2体の臼歯がかなり小さいこ
と，産出している牙片も小さいことなど考えて2個体とも
雌象と考えられる．2頭の骨格として考えてきたが，とく
に上顎歯KFM-1765と1766は下顎歯KFM-1767と1768に，上
顎歯KFM-1764は下顎歯KFM-1769と1770に組合わさると考
えられる．いずれもM3臼歯の咬耗が始まった段階のもの
で，一つは咬板数18枚が確認された．咬板比は10㎜ で8～10

　右左

22上顎臼歯

22下顎臼歯

1第1頸椎（環椎）

1第2頸椎（軸椎）

2第3頸椎

1第4頸椎

1第5頸椎

1第6頸椎

1第7頸椎

1胸椎1

1胸椎2

1胸椎3

12肩甲骨

12上腕骨

12尺　骨

11大腿骨

11脛　骨
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枚とかなり密である．

　1組の頸椎は7個とも交連関係にある．また，不完全な胸
椎4点（第2・3・4・5番）は交連関係にあり，頸椎の上に
乗った状態で産出した．これは同一個体のものの首が背側

に折れ曲がった状態を示すものといえる.更に頸椎の下側
にあった臼歯が同一個体のものかどうかは不明である．

　ゾウ化石包含層の泥ないしは粘土の中から水洗式によっ

て10種に及ぶ小型哺乳類が見つかっているが，半数は絶滅
種で，それらは他地域においてもナウマンゾウと共産して

いる（鹿間，1988；SHIKAMA，1949）ことから，現時点で
ナウマンゾウではないと考える理由はみつかっていない．

この2個体分のゾウはかなり小さいが，これは古い年代の
ナウマンゾウが小型だったとか，島嶼化によって小型化し

たものだといった議論をするには比較できるだけの材料が

ないのでここでは触れないこととする．当該標本はとりわ

け小型のナウマンゾウの雌であったこととしておく．
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図版Ⅰ
　図1．葛生飛地の南方向より遠望した栃木市鍋山町の三峰山
およびその山塊の形状．白い壁面は吉澤石灰工業㈱大叶鉱
山三峰地区の切羽．右上頂上付近の×印が象化石産出地点．

　図2．標高500mの象化石産出地点（×印）．僅かに残る残留粘土
から，かなり大きな裂罅であったことがわかる．

図版Ⅱ
　図1．採集された化石の保存状態．表面の褐色付着物はほとん
ど残留粘土と方解石の結晶で，内部の骨がどの部分か区別
つかないほどであった．

　図2．胸椎骨のすき間にできた方解石の結晶が密集した様子．
　図3．堆積物中に散見する小型脊椎動物化石の産状．中央は囓
歯類の下顎骨．

　図4．2と同じく囓歯類の四肢骨が交連状態にある．

図版Ⅲ
　　Palaeoloxodon naumanni（Makiyama）の上顎骨と左右の第二
及び第三大臼歯（2M2 ・3M3），（KFM-1764）．
　図1a．臼歯咬合（腹側）面．
　　1b．後方からみた第三大臼歯．
　　1c．右第二・三大臼歯（M2・M3）の頬側面観．
　　1d．左第三大臼歯（3M）の乳頭及び歯板の配列状態．
　図2．茎状舌骨の一部．

図版Ⅳ
　図1a．Palaeoloxodon naumanniの不完全な右上顎第三大臼歯
（M3）（KFM-1765）舌側面．歯板15枚並ぶ．

　図1b．図1aの分離した15番目の歯板後側面．
　図2．図1よりもさらに不完全な上顎左第三大臼歯（3M）
（KFM-1766）．歯の大きさ及び磨耗の度合が似ているので図
1と同じ個体のものと考えられる.KFM-1765と1766は図版
Ⅴの図1．2の下顎歯と同じ個体と考えられる．

　図3．図版Ⅴ－3の下顎および臼歯（KFM-1770）の頬側面．完全
な3Mである．

図版Ⅴ
　　Palaeoloxodon naumanni（Makiyama）臼歯．
　図1．左下顎骨と植立する2M・3M（KFM-1768），2Mは中間が

一部欠損している．
　図2．左の下顎と同一個体のものと考えられる右第二大臼歯
（M2）（KFM-1767）．図1の2M（KFM-1768）と同形で，エナメル
環は同じように磨耗している．図1と2の下顎臼歯は臼歯の
磨耗程度が同じことから図版Ⅳの上顎臼歯（KFM-1765，
1766）と同一個体と考えられる．

　図3．完全なM3を付けたPalaeoloxodon naumanniの左下顎骨
（KFM-1770）．

　図3b．KFM-1770の10番目の歯板の前側面．
　図4．完全なM2と後半部を欠くM3を持った右下顎骨（KFM-

1769）．図3の3Mと図4のM3のエナメルの咬耗状態がほとん
ど同じことから同一個体のものといえる．図1（KFM-1768），
図2（KFM-1767）の個体よりやや年齢が高い．

図版Ⅵ
　　Palaeoloxodon naumanniの部分骨．
　図1a．頭蓋骨（KFM-1771）後側面．1b．同内側面.
　図2．牙破片（KFM-1774）．先端部分に近いと思われる．極めて
細く小さい．

　図3．ほぼ完全な軸椎（KFM-1776）．3a，前側面．3b，右側面．3c，
背側面．

　図4．不完全な第一頚椎，環椎（KFM-1777）4a，後側面．4b，背側
面．4c，前側面．4d，腹側面．

　図5．不完全な第14又は15ないし16番目の胸椎（KFM-1780）．
棘突起および横突起背側面．

図版Ⅶ
　Palaeoloxodon naumanniの部分骨
　図1a．交連関係にある頚椎と胸椎骨（KFM-1776）の左側面観．

この下に図Ⅲの上顎臼歯が付着していたが同一個体かどう
かは不明．c，肋骨．cv1-7，頚椎骨；1，環椎．2，軸椎．tv2～5，胸
椎骨の一部；tv3は棘突起．

　図1b．1aの反対側．
　図2．1aとは別個体の分離した第3頚椎？前側面．
　図3．第6ないし7又は8番目の胸椎（KFM-1778）の後側面．
　図4．1aおよび1bの胸椎，tv3は完全な第3胸椎の棘突起の側面
観．

図版Ⅷ
　　Palaeoloxodon naumanniの部分骨
　図1．不完全な肩甲骨（KFM-1781）の肩甲棘三角部分．凹みの
黒色部は方解石の結晶．

　図2．不完全な左肩甲骨（KFM-1782）の肩甲棘三角部分．上縁
などの付着物は結晶した方解石．

　図3．不完全な左肩甲骨（KFM-1783）．表面の付着物は方解石
の結晶．

　図4．不完全な左上腕骨（KFM-1784），後側面．
　図5．不完全な右上腕骨遠位端（KFM-1785），後側面．
　図6．左上腕骨近位部．右肩は方解石結晶．
　図7．左尺骨近位部（KFM-1787）．外側面．
　図8．右尺骨近部位（KFM-1788）．外側面．
　図9．右座骨先端部?（KFM-1791）．内側面．
　図10．左大腿骨遠位部（KFM-1789）．後側面．付着物は方解石
結晶．

　図11．左脛骨近位部（KFM-1790）．腹側面．
　図12．胸骨柄？（KFM-1792）．背側面．
　図13．複数の不完全な肋骨片．
　図14．尾椎（KFM-1794）．右側面．
　図15．中足骨（KFM-1795）．背側面．
　図16．末節骨（KFM-1796）．背側面．

図版の説明
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