
国立科学博物館地球館地下１階「地球環境の変動と生物の進化―恐竜の謎を探るー」展示物一覧

学　名 産　地 時　代

1 ヒト Homo ｓapiens 完新世 全身骨格 レプリカ

2 始祖鳥 Archaeopteryx lithographica ドイツ・バーバリア州 ジュラ紀後期 全身骨格 レプリカ

3 始祖鳥（ベルリン標本） Archaeopteryx lithographica ドイツ・バーバリア州 ジュラ紀後期 産状 レプリカ

4 バンピラプトル（全身骨格） Bambiraptor feinbergi アメリカ・モンタナ州 白亜紀後期 全身骨格 レプリカ

5 バンピラプトル（生体復元） Bambiraptor feinbergi アメリカ・モンタナ州 白亜紀後期 模型

6 ミクロラプトル Microraptor gui 中国・遼寧省 白亜紀前期 レプリカ

7 ヘレラサウルス Herrerasaurus ischigualastensis アルゼンチン・サンワン州 三畳紀後期 全身骨格 レプリカ

8 プレストスクス Prestosuchus sp. ブラジル・リオグランデドスル州 三畳紀中期 全身骨格 含む実物化石

9 マイアサウラの子どもの左足 Maiasaura peeblesorum アメリカ・モンタナ州 白亜紀後期 触れる展示物です。 レプリカ

10 イリエワニの左足 Crocodylus porosus 完新世 触れる展示物です。 レプリカ

11 デイノニクス Deinonychus antirrhopus アメリカ、モンタナ州 白亜紀前期 全身骨格 レプリカ

12 アパトサウルス Apatosaurus ajax アメリカ、ワイオミング州 ジュラ紀後期 全身骨格 含む実物化石

13 カマラサウルス Camarasaurus lentus アメリカ、ワイオミング州 ジュラ紀後期 全身骨格 レプリカ

14 カマラサウルスの上顎骨（一部） Camarasaurus lentus アメリカ、ワイオミング州 ジュラ紀後期 実物

15 ヒプセロサウルスの卵？ ?Hypselosaurus priscus フランス、プーシュデュローヌ 白亜紀後期 実物化石

16 ティラノサウルス Tyrannosaurus rex アメリカ、サウスダコタ州 白亜紀後期 全身骨格 レプリカ

17 ティラノサウルス頭骨展開 Tyrannosaurus rex アメリカ・サウスダコタ州 白亜紀後期 レプリカ

18 シチパチ Citipati osmolskae モンゴル・ゴビ砂漠 白亜紀後期 全身骨格 レプリカ

19 約1億年前の羽毛化石 ブラジル・セアラ州 白亜紀前期 化石 実物

20
パラサウロロフスの
デンタルバッテリー（左下顎）

Parasaurolophus walkeri アメリカ・モンタナ州 白亜紀後期 触れる展示物です。 レプリカ

21 カモハシ竜の咀嚼 装置

22 現生ハイイロガンの頭骨 Anser anser 完新世 実物

備　考展示物名称



23 シマアジ（現生鳥類） Anas querquedula 完新世 模型

24 エドモントサウルスの歯 白亜紀後期 実物

25 トリケラトプス Triceratops prorsus アメリカ・モンタナ州 白亜紀後期 全身骨格 レプリカ

26 トリケラトプス Triceratops horridus アメリカ・ノースダコタ州 白亜紀後期 産状 含む実物化石

27 トリケラトプスの歯 白亜紀後期 レプリカ

28 スチラコサウルス（子ども） Styracasaurus albertensis カナダ・アルバータ州 白亜紀後期 頭部 レプリカ

29 パキリノサウルス Pachyrhinosaurus canadensis カナダ・アルバータ州 白亜紀後期 頭部 レプリカ

30 アンキケラトプス Anchiceratops sp. カナダ・アルバータ州 白亜紀後期 頭部 レプリカ

31 カスモサウルス Chasmosaurus belli カナダ・アルバータ州 白亜紀後期 頭部 レプリカ

32 プロトケラトプス Protoceratops andrewsi モンゴル、フレーミングクリフ 白亜紀後期 頭部 レプリカ

33 ヒパクロサウルス（親） Hypacrosaurus stebingeri アメリカ・モンタナ州 白亜紀後期 全身骨格 含む実物化石

34 ヒパクロサウルス（子） Hypacrosaurus stebingeri アメリカ・モンタナ州 白亜紀後期 全身骨格 含む実物化石

35 パキケファロサウルス Pachycephalosaurus wyomingensis アメリカ・サウスダコタ州 白亜紀後期 全身骨格 含む実物

36 パキケファロサウルスの頭骨 Pachycephalosaurus wyomingensis アメリカ・サウスダコタ州 白亜紀後期 実物

37 スコロサウルス Scolosaurus cutleri アメリカ・モンタナ州 白亜紀後期 全身骨格 含む実物化石

38 スコロサウルスの板状の骨 Scolosaurus cutleri アメリカ・モンタナ州 白亜紀後期 実物

39 スコロサウルスの復元模型 Scolosaurus cutleri 模型

40 スコロサウルスの尾 Scolosaurus cutleri カナダ・アルバータ州 白亜紀後期 触れる展示物です。 レプリカ

41 ステゴサウルス Stegosaurus stenops アメリカ・ワイオミング州 ジュラ紀後期 全身骨格 含む実物化石

42 ステゴサウルスの板状の骨 Stegosaurus stenops ジュラ紀後期 レプリカ

43 ステゴサウルスの尾 Stegosaurus stenops アメリカ・コロラド州 ジュラ紀後期 触れる展示物です。 レプリカ

44 K/Pg地層　復元模型 アメリカ・コロラド州 白亜紀後期・暁新世 レプリカ

45 K/Pg地層　実物 アメリカ・コロラド州 白亜紀後期・暁新世 実物


