
［所有者欄：Ｃは大阪府教育センター，Ｈは半田孝，Ｋは大橋邦宏を表す．］表１ 紹介した標本の一覧

分類上の位置 図番号とタイトル 学 名 （属種名） 時代 産 地 所有者 備考

棘 ウミユリ類 図１ サッココマ sp. ジュラ紀 ドイツ ＨSaccocoma
皮
動 図２ ウミユリの柄 （不明） ペルム紀 カンボジア Ｃ
物
門 ウミツボミ類 図３ ペントレミテス 石炭紀 アメリカ ＣPentremites augustus

ウニ類 図４ ミクラステル 白亜紀 フランス ＫMicraster decipiens

図５ ヘミアステル（？） sp. ? 白亜紀 和歌山県 ＫHemiaster

節 サンヨウチュウ類 図６ ペロノプシス カンブリア紀 アメリカ Ｈ,ＫPeronopsis interstrictus
足
動 図７ レドリキア カンブリア紀 中国 ＣRedlichia chinensis
物
門 図８ アカドパラドキシデス sp. カンブリア紀 モロッコ ＨAcadoparadoxides

図９ パラレユルス sp. デボン紀 モロッコ ＨParalejurus

図10 エルラシア カンブリア紀 アメリカ Ｃ,Ｈ,ＫElrathia kingi

図11 プロエツス デボン紀 モロッコ ＫProetus rehamnanus

図12 ファコプス デボン紀 アメリカ ＨPhacops rana

図13 ファコプス sp. デボン紀 モロッコ ＨPhacops

図14 ファコプス（？） sp. ? 古生代 （不明） Ｈ 頭部Phacops

図15 ディアカリメネ sp. オルドビス紀 モロッコ ＫDiacalymene

図16 ディアカリメネ sp. オルドビス紀 モロッコ ＫDiacalymene

図17 カリメネ（？） sp. ? 古生代 （不明） Ｈ 頭部Calymene

図18 キファスピス sp. デボン紀 モロッコ ＨCyphaspis
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節 サンヨウチュウ類 図19 ホラルドプス sp. デボン紀 モロッコ ＨHollardops
足 （つづき）
動 図20 モロカニテス sp. デボン紀 モロッコ ＨMorocanites
物
門 図21 サンヨウチュウ （不明） オルドビス紀 カナダ Ｋ 尾部

甲殻類 図22 エビ （不明） ジュラ紀 ドイツ Ｈ

図23 エビ （不明） 第四紀 広島県 Ｃ

昆虫類 図24 昆虫 （不明） 第三紀 ドミニカ Ｈ 虫入コハク

図25 昆虫 （不明） 第四紀 栃木県 (Ｃ)

図26 昆虫 （不明） 第四紀 栃木県 (Ｃ)

図27 昆虫 （不明） 第四紀 栃木県 (Ｃ)

図28 昆虫 （不明） 第四紀 栃木県 (Ｃ)

図29 昆虫 （不明） 第四紀 栃木県 (Ｃ)

図30 昆虫 （不明） 第四紀 栃木県 (Ｃ)

図31 昆虫 （不明） 第四紀 栃木県 (Ｃ)

図32 昆虫 （不明） 第四紀 栃木県 (Ｃ)

半索動物門－筆石類 図33 フデイシ （不明） カンブリア紀 カナダ Ｋ

脊 軟骨魚類 図34 イスルス 第三紀 アメリカ Ｃ 歯Isurus desori
椎
動 図35 ガレオケルド sp. 第三紀 アメリカ Ｃ 歯Galeocerdo
物
門 図36 カルカロドン sp. 白亜紀 モロッコ Ｈ 歯Carcharodon
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脊 軟骨魚類（つづき） 図37 カルカロドン 第三紀 アメリカ Ｃ 歯Carcharodon polygurus
椎
動 図38 カルカリヌス 第三紀 アメリカ Ｃ 歯Carcharhinus gangetcus
物
門 硬骨魚類 図39 アスピドリンクス sp. 白亜紀 ブラジル ＣAspidorhynchus

図40 オスメロイデス sp. 白亜紀 ブラジル Ｃ,ＨOsmeroides

図41 硬骨魚 （不明） ジュラ紀？ （不明） Ｃ

図42 硬骨魚 （不明） ジュラ紀 ドイツ Ｈ

爬虫類 図43 モササウルス sp. 白亜紀 モロッコ Ｈ 歯Mosasaurus

図44 アロサウルス sp. ジュラ紀 （アメリカ） Ｈ 爪のレプリカAllosaurus

図45 カルカロドントサウルス sp. 白亜紀 モロッコ Ｈ 歯Carcharodontosaurus

図46 スピノサウルス sp. ジュラ紀 アメリカ Ｈ 歯Spinosaurus

図47 ティラノサウルス sp. 白亜紀 （アメリカ） Ｈ 爪のレプリカTyrannosaurus

図48 チタノサウルス sp. 白亜紀 アルゼンチン Ｈ 卵の殻Titanosaurus

鳥類 図49 シソチョウ ジュラ紀 （ドイツ） Ｃ レプリカArchaeopteryx lithographica

図50 鳥の羽根 （不明） 第三紀 アメリカ Ｈ

哺乳類 図51 ナウマンゾウ 第四紀 （不明） Ｃ 臼歯Palaeoloxodon naumanni

図52 マンモス sp. 第四紀 ロシア Ｈ 牙（断面）Mammuthus

図53 マンモス sp. 第四紀 オランダ Ｈ 臼歯Mammuthus

図54 イルカ （不明） 第三紀 アメリカ Ｃ 歯
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哺乳類（つづき） 図55 エクウス sp. 第四紀 アメリカ ＨEquus

藻類 図56 コレニア sp. 先カンブリア （不明） ＨCollenia

図57 藻類 （不明） カンブリア紀 アメリカ Ｋ

シダ植物門－シダ類 図58 ヘゴ （不明） ジュラ紀 韓国 Ｃ

裸 シダ種子類 図59 グロッソプテリス ペルム紀 オーストラリア ＨGlossopteris brawniana
子
植 図60 グロッソプテリス sp. ペルム紀 南アフリカ ＨGlossopteris
物
門 ソテツ類 図61 ディクチオザミテス sp. ジュラ紀 石川県 ＨDictyozamites

球果類 図62 ポドザミテス sp. ジュラ紀 石川県 Ｈ,ＫPodozamites

図63 メタセコイア sp. 第三紀 兵庫県 ＨMetasequoia

図64 メタセコイア 現生 大阪府 ＣMetasequoia glyptostroboides

図65 メタセコイア 現生 大阪府 Ｃ 球果Metasequoia glyptostroboides

図66 ショウナンボク（？） ? 第三紀 石川県 ＣCalocedrus notoensis

被 双子葉植物 図67 ケヤキの類 sp. 第三紀 兵庫県 ＨZelkova
子
植 図68 コンプトニア sp. 第三紀 石川県 ＫComptonia
物
門 図69 カジカエデ（？） ? 第四紀 栃木県 Ｃ 種子Acer diabolicum

単子葉植物 図70 コダイアマモ sp. 白亜紀 大阪府 ＣArchaeozostera

珪化木 図71 珪化木 （不明） ジュラ紀 アメリカ Ｋ

図72 珪化木 （不明） 第三紀 兵庫県 Ｋ


