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釧路校生が100万年前の鯨の化石を発掘

概要：北海道教育大学釧路校は、全国でも最小規模の教員養成系大学のキャンパスですが、

そのことを活かして、7月からは「新しい生活様式」の元、入構制限は行わずにさまざまな

工夫を凝らしながら対面方式での研究・教育活動を行っています。このような中、9月下旬

から 11 月初旬にかけて、当校の境 智洋・松原尚志両教授の指導の下、釧路校生が釧路町

内の約 100万年前の地層から鯨の化石を発掘しました。その結果、同一個体に由来する多数

の部位の化石が採集されました。いくつかの標本のクリーニング・保存処理作業が完了し、

公開できる状態となりましたので、その学術的な意義と合わせてご報告します。 

 発掘調査は 9月 27日から 11 月 8 日にかけての 9日間に、釧路校の学生・院生 11 名（の

べ 26 名）の参加を得て行われました。 

 発掘調査とクリーニング作業の結果、同一個体に由来する前・後頭骨、左下顎骨（前方約

1/2 が欠損）・右下顎骨、頸椎、肋骨（10 本以上）などの産出が確認できました。下顎骨の

特徴から、本標本はヒゲクジラ類のナガスクジラ科の種であると考えられます。現在のナガ

スクジラ科には 2 属 9 種が含まれますが、多くの種ではいつ地球上に出現したのか、はっ

きりとは分かっていません。今回、当校の学生らにより発掘された鯨の化石は、道東の新第

三紀（2303 万年前〜258 万年前）〜第四紀更新世（258 万年前〜1.1 万年前）の地層からと

しては最も保存の良い標本となります。今後のクリーニング作業と分類学的研究の進展に

より、ヒゲクジラ類の進化を研究する上で、重要なデータをもたらすことが期待されます。 



■発見～発掘開始までの経緯 

  
 
 

 
 
 鯨の化石が発見されたのは、釧路町内の採砂場（地権者のご意向により詳細情報は非公

表）で、産出層は、約 100 万年前（第四紀前期更新世後期）の釧路層群達古武層（たっこぶ

そう）です。化石は 2020 年 7月 3 日に、道東の地質に関する普及書執筆のために産地周辺

の地質調査を行っていた札幌市在住の前田寿嗣氏（当学札幌校 OB;元 札幌市立北野中学校

校長）によって発見されました。発見の報は、前田氏とは旧知であった当校授業開発研究室

の境 智洋教授にもたらされましたが、前田氏と境教授による現地調査の結果、含有層はほ

ぼ垂直な高さ約 8m の採砂場の掘削面の最下部近くにあり、発掘は困難であることが予想さ

れました（写真 1左）。そこで、境教授は大型脊椎動物化石の発掘調査の経験のある当校地

学研究室の松原尚志教授の協力を得て、学生・院生ボランティア（以下、「学生たち」）によ

る発掘調査を行うこととしました。その後の試掘（写真 1 右）や、地権者等との打ち合わ

せ、授業開発研究室の学生 4名の参加による 2回の予備調査を経て、9月中旬には重機を用

いて化石含有層から上側を幅約 5 m、高さ約 3 m、奥行き約 1 m にわたり除去し、発掘調査

の準備が整えられました。 

 
  

 写真1. 発見直後の現場と試掘のようす．左：発見直後の鯨化石の産状（7月 5日）．左

上の黒いものは下顎骨の断面、ハンマーの柄の左上のものは肋骨．右：境教授による試

掘のようす（9月 7日）．ハンマーの長さは約 30cm． 



■発掘調査 

  
 
 
 
 発掘調査は 9 月 29 日から 11 月 8 日にかけての 9日間（9 月 29 日、10 月 3 日、10 月 10

日、10 月 17 日、10月 21 日、10 月 25 日、11 月 3 日、11 月 4 日、11 月 8 日）に、学生・院

生ボランティア 11 名（のべ 26 名）の参加を得て行われました。 

 初日の 9 月 29 日、8 名の学生たちは松原教授から発掘方法について説明を受けた後、軽

石質火山灰からなる地層を骨化石が見えている深さまでハンマーやドライバー、千枚通し

などを使って掘り下げました。すると、左下顎骨に加え、みるみる沢山の肋骨が顔を出しま

した。さらに、元の掘削面には見えていなかった右下顎骨や後頭骨の一部なども現れてきま

した。 

 

  

 
 
 
 
 
  

写真３. 右下顎骨化石の採集作業のようす（10 月 17 日）．手前に見えるのは前・後頭骨

を含むブロック．左：作業開始直後のようす．右：自重に耐えられず，約 1/3 が崩壊し

た下顎骨に呆然とする境教授ら一同．その後，この標本は松原教授により 90%以上が復

元された． 

写真2. 釧路校の学生たちによる発掘調査のようす．複数の肋骨化石が見える．左：9月

29日，右：10月 3日撮影． 



 多くの学生たちが参加した 9月 29 日〜10 月 10 日までの 3 日間の発掘で、肋骨などの遊

離した状態で産出した大部分の化石が採取されました。また、重機による奥側への追加掘削

により、10 月 17 日には、採集作業の際におよそ 1/3 が崩壊するというハプニングはあった

ものの（写真 3）、長さ 1.7mにも及ぶ右下顎骨も何とか採集することができました。 

 

  

 
 
 
 

 一方、ほぼ全体が保存された前・後頭骨やその周りにある大型の骨化石は複雑に重なりあ

っている上に、水分を含み非常にもろいため、現地で一つ一つ、補強用樹脂の含浸処理をし

てから取り出すことは、時間的にも技術的にも困難でした。そこで、10 月 21日からの発掘

作業では、頭骨と周りの骨化石は地層ごと、帯状の麻布を水で溶いた石膏に浸してから幾重

にも巻いて「プラスタージャケット」（石膏の覆い）を作成し、ブロックとして採取するこ

ととしました。 

 

  

 
 
 

 

写真4. プラスタージャケット作成のようす(1)．左：ブロックの周りの掘り下げ作業の

ようす（10月 21 日）．右：プラスタージャケットで覆ったブロックの下側の掘り込み作

業のようす（11月 4日）． 

写真5. プラスタージャケット作成のようす(2)．左：重機によるブロックの分離作業の

ようす（11月 4日）．右：プラスタージャケットのパレットへの積載作業のようす（11月

8日）． 



 ここで、プラスタージャケットの作成法について説明します。 

 はじめに、化石を含むブロックの周りをクワやツルハシ、スコップなどを使って 50cm ほ

ど掘り下げてから、下側を水平方向に掘ってキノコ状にします（写真 4左）。その後、石膏

が付着しないよう、化石の表面に濡らしたトイレットペーパーを張り付けて保護した後、水

溶き石膏に浸した麻布で全体を巻いていきます。石膏が硬化したら、さらに下側をキノコ状

に掘り込み、水溶き石膏に浸した麻布で全体を覆う作業を繰り返します（写真 4右）。下面

のブロックを保持できるだけの範囲が石膏と麻布で覆われたら、プラスタージャケットを

重機で引っ張って地層から分離し、ひっくり返します（写真 5左）。ひっくり返したらブロ

ックの底面も数回、水溶き石膏と麻布で巻いて、プラスタージャケットの完成です。10 月

21 日以降は教員 2名と学生・院生 1〜2名と、少人数での作業となったため、プラスタージ

ャケットの完成までには 11月 8 日午前までの 4日半を要しました。完成したプラスタージ

ャケットは重機で吊り上げ、パレットに載せます（写真 5右）。これで搬出の準備が整いま

した。 

 

  

 
 
 
 11 月 8 日の午後にユニック車による現場からの搬出と、当校の金工室への搬入作業を行

いました（写真 6）。最も大きなプラスタージャケットの重量は 1 トンあまりもあり、ユニ

ック車から下ろしてからの転（ころ）を用いた人力による搬入作業は難航しましたが、美術

研究室の福江良純教授のご助力もあり、無事、搬入することができました。これにより、9

月下旬からの発掘作業はすべて完了しました。 

 
  

写真６. 現場からの搬出作業と釧路校金工室への搬入作業のようす．左：ユニック車への

積載作業のようす．右：釧路校金工室への搬入作業のようす（11月 8日）． 



■発掘調査の結果 

 
 
 
 

 
 
 
 発掘調査とクリーニング作業の結果、同一個体に由来する前・後頭骨、左下顎骨（前方約

1/2 が欠損）・右下顎骨、頸椎、肋骨（10 本以上）などを確認することができました（図 1，

写真 7）。このほか、前田氏が発見時に採砂場内の残土から発見・採取していたほぼ完全な

骨化石の一つは、札幌市博物館活動センターの古沢 仁博士（当学札幌校 OB）の元に送ら

れ、上腕骨と同定された後に、境教授の下に届けられています。鯨の化石の各部位は分離し

た状態で産しましたが、おおまかには頭側を南東方向（図右側）に、尾側を北西方向（図左

側）に向けた状態で地層中に埋積されていたことが見て取れます（写真 7）。 

 尚、発見されなかった部位は、過去の採砂時に失われてしまった模様です。 

 
 
 
 

写真７. 釧路町産鯨化石の産状．Ⓒ松原尚志／北海道教育大学．無断転載を禁じます． 

図 1. 釧路町産鯨化石の産出部位．骨格図は Marx & Fordyce (2015: Roy. Soc. 

open sci. 2: 140434. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.140434)を改変． 



■学術上の意義 
 下顎骨の特徴から、今回、当校の学生たちによって発掘された標本はヒゲクジラ類のナガ

スクジラ科に含まれると考えられます。下顎骨から推定される体長は 6〜8m と本科として

は小型ですが、この標本が小型の種であるのか、中〜大型の種の未成熟個体であるのかにつ

いては、現時点では前・後頭骨のクリーニングが未了であるため不明です。 

 現在のナガスクジラ科には 2 属 9 種が含まれ、ほとんどの種は世界中の海に生息してい

ます。一方、第四紀のヒゲクジラ類の保存の良い化石標本は極めて少ないため、現生種の多

くは、いつ地球上に出現したのか明らかではありません。今回、発掘された鯨の化石は、道

東の新第三紀（2303万年前〜258 万年前）〜第四紀（258 万年前〜現在）の地層からの標本

としては最も多くの部位が保存されたもので、前・後頭骨や下顎骨のような分類学的に重要

な部位も含んでいます。今後のクリーニング作業と分類学的研究の進展により、ヒゲクジラ

類の進化を研究する上で、重要なデータをもたらすことが期待されます。 
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【発掘調査の教育面に関するお問い合わせ先】 

北海道教育大学教育学部釧路校 

担当：境 智洋 

（地域学校教育実践専攻 学校教育実践分野 授業開発研究室） 

 Tel/Fax: 0154-44-3353 

 Email: sakai.chihiro＠k.hokkyodai.ac.jp 

     ＠を半角の@に変換してください 

※メールでの連絡を推奨します 

 

 

【発掘調査の技術・学術面に関するお問い合わせ先】 

北海道教育大学教育学部釧路校 

担当：松原 尚志 

（地域学校教育実践専攻 理科教育実践分野 地学研究室） 

 Tel/Fax: 0154-44-3398 

 Email: matsubara.takashi＠k.hokkyodai.ac.jp 

     ＠を半角の@に変換してください 

※メールでの連絡を推奨します 

※Zoom による取材にも対応可能です 

 




