
20東京の国保　2019.9

 ST
ORY

Eschrichtius　akishimaensis　
エスクリクティウス　      アキシマエンシス
学名

MAP

昭島駅

中神駅

東中神駅

●くじら運動公園

諏訪神社

多摩大橋

昭和公園
●

八清地区

JR青梅線

JR八
高
線

江戸街道

奥多摩街道

新奥多摩街道
多摩川

昭島観光
案内所
昭島観光
案内所

●●
●昭島観光案内所
　TEL：042-519-2331
（月曜定休）

昭和の森

アキシマクジラ出土地
築地の渡し跡

教育福祉総合センター完成予想図（※）

Eschrichtius　akishimaensis　
エスクリクティウス　      アキシマエンシス

アキシマクジラ

古代ロマンに
　　胸躍らせて

Only One

多摩川と河川敷
Walking ＆ Joy

　アキシマクジラの化石が出土した多摩川の河川敷は、
「水の街」を代表する市民憩いの場です。
　四季折々に豊かな表情を見せる岸辺を歩けば、
心動かされる風景に出会うことが出来ます。

　東京湾まで40kmも離れた内陸の地である昭島市。市内で発見された化石が
物語るように、太古の昔には、クジラが悠々と泳ぐ海の中にありました。
　数奇な運命をくぐり抜け、160万年の眠りから覚めたアキシマクジラは、
モニュメントに、街路灯に、お菓子にと姿を変え、
街中を楽しませてくれています。

こころ安らぐ「水」のある風景

　街のあちこちで、かわいいクジラが迎えてくれます。

「多摩大橋付近の河原」は、
「多摩川八景」の
ひとつです。

薪で沸かして
います

高さ16.5mの
クライミングウォールでは、
国際基準の競技会も
開催されます。

クジラと並ぶ
昭島市の名物は、

深層地下水100％の水道水。
おいしい水を求めて、
移り住む人もいますよ。

足下にも注目！

①東中神駅　　　②築地の渡し跡　　　③多摩大橋　　　④アキシマクジラ出土地　　　
　　　⑤諏訪神社（湧水）　　　⑥昭和の森　　　⑦昭島駅

NEWS!

COMMI
NG

 SOON
♪

COMMI
NG

 SOON
♪

築地の渡し跡のモニュメント
赤いアーチが印象的な多摩大橋

　「アキシマクジラ」の発見
から半世紀あまり、学術的

な研究は未だ道半ばでした。転機が訪れたのが
昨年（2018年）。3名の研究者の論文発表により、
「これまで世界で発見されたことのないコクク
ジラ属の新種」に認定され、学名（ラテン語）「エ
スクリクティウス　アキシマエンシス」と命名
されました。
　化石は原則非公開ですが、2020年3月にオー
プンする昭島市教育福祉総合センターに、原寸
大のレプリカと化石の一部が展示される予定です。

新種に認定

　山梨県に水源を持つ全長138kmの一級
河川多摩川。歴史ある玉川上水や用水。

わさび栽培にも使われている湧水……。市内の至る所
で、「水」を身近に感じることが出来ます。

Nature

新しい「昭島」
　昭島駅前の都市型リゾート
施設「昭和の森」には、ゴルフ、

ボルダリング、テニス、ヨガなどのスポーツ施設や、映画館、
カラオケなどの娯楽施設、ホテル、アウトレットモール、
レストランがあります。

Sports & Shopping

「街の記憶」を探して
　太平洋戦争中、市内
には飛行機などを製造

する大規模な軍需工場や陸軍施設が建設されました。工場従
業員の住宅や、市場や映画館などが集まる繁華街も作られ、
玉川町八清地区周辺では、その
名残を見ることが出来ます。

History

「奇跡」の発見

くじら、くじら、くじら in 昭島

※画像提供：昭島市

東中神駅前の商店会
「くじらロード」

化石の発掘場所（電車はJR八高線）

　1961年の夏、昭島市の多摩川河川敷を散歩中の男性により、
クジラの化石が発見されました。当時、全骨格に近いクジラの化
石が見つかることは世界でも例がなく、全国的な大ニュースとな
りました。
　クジラが生きていたのは、東京の大半が海の中にあった約160
万年前です。比較的浅瀬に近い昭島市付近で息絶えたところに堆
積物が積もり、長い時間をかけて化石へと変
化していったものと考えられます。
　貴重な発見がなされた背景には、大きな地
殻変動や温度変化がなかったことや、川の浸
食により化石の一部が露出した一瞬のタイミ
ングで発見されたことなど、いくつもの偶然
が重なりました。

あきちゃん、たまちゃん
（東中神駅前）

街路灯(昭和公園前)

お土産にどうぞ

生きていた頃のイメージ（※）

マンホール（市内）　

全長13.5ｍ!

※砂利の採取や洪水により太古の地層が露出した特異な地形は、牛が群を成して
いるように見えるため、「牛群地形」と呼ばれています。近年の護岸工事により、
現在ではわずかな場所でしか見られなくなりました。

アキシマクジラ出土地周辺
に見られる「牛群地形」（※）

諏訪神社
境内の湧水
（「東京の名湧水
57選」の1つ）

飛行機工場の跡地を活用した複合施設

約500戸の住宅があった八清地区のロータリー
工場労働者が汗を流した
銭湯

つい じ

はっせい

秋は黄昏時が美しい季節

化石の発掘場所（電車はJR八高線）

昔々、ここは
海の底でした

多摩地域の魅力を訪ねる健康さんぽ
文責：編集部

vol.3  昭島市
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●
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高
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多摩川

昭島観光
案内所
昭島観光
案内所

●●
●昭島観光案内所
　TEL：042-519-2331
（月曜定休）

昭和の森

アキシマクジラ出土地
築地の渡し跡

教育福祉総合センター完成予想図（※）

アキシマクジラ

古代ロマンに
　　胸躍らせて

Only One

多摩川と河川敷
Walking ＆ Joy

　アキシマクジラの化石が出土した多摩川の河川敷は、
「水の街」を代表する市民憩いの場です。
　四季折々に豊かな表情を見せる岸辺を歩けば、
心動かされる風景に出会うことが出来ます。

　東京湾まで40kmも離れた内陸の地である昭島市。市内で発見された化石が
物語るように、太古の昔には、クジラが悠々と泳ぐ海の中にありました。
　数奇な運命をくぐり抜け、160万年の眠りから覚めたアキシマクジラは、
モニュメントに、街路灯に、お菓子にと姿を変え、
街中を楽しませてくれています。

こころ安らぐ「水」のある風景

　街のあちこちで、かわいいクジラが迎えてくれます。

「多摩大橋付近の河原」は、
「多摩川八景」の
ひとつです。

薪で沸かして
います

高さ16.5mの
クライミングウォールでは、
国際基準の競技会も
開催されます。

クジラと並ぶ
昭島市の名物は、

深層地下水100％の水道水。
おいしい水を求めて、
移り住む人もいますよ。

足下にも注目！

①東中神駅　　　②築地の渡し跡　　　③多摩大橋　　　④アキシマクジラ出土地　　　
　　　⑤諏訪神社（湧水）　　　⑥昭和の森　　　⑦昭島駅

COURSECOURSE

NEWS!

COMMI
NG

 SOON
♪

COMMI
NG

 SOON
♪

築地の渡し跡のモニュメント
赤いアーチが印象的な多摩大橋

　「アキシマクジラ」の発見
から半世紀あまり、学術的

な研究は未だ道半ばでした。転機が訪れたのが
昨年（2018年）。3名の研究者の論文発表により、
「これまで世界で発見されたことのないコクク
ジラ属の新種」に認定され、学名（ラテン語）「エ
スクリクティウス　アキシマエンシス」と命名
されました。
　化石は原則非公開ですが、2020年3月にオー
プンする昭島市教育福祉総合センターに、原寸
大のレプリカと化石の一部が展示される予定です。

新種に認定

　山梨県に水源を持つ全長138kmの一級
河川多摩川。歴史ある玉川上水や用水。

わさび栽培にも使われている湧水……。市内の至る所
で、「水」を身近に感じることが出来ます。

Nature

新しい「昭島」
　昭島駅前の都市型リゾート
施設「昭和の森」には、ゴルフ、

ボルダリング、テニス、ヨガなどのスポーツ施設や、映画館、
カラオケなどの娯楽施設、ホテル、アウトレットモール、
レストランがあります。

Sports & Shopping

「街の記憶」を探して
　太平洋戦争中、市内
には飛行機などを製造

する大規模な軍需工場や陸軍施設が建設されました。工場従
業員の住宅や、市場や映画館などが集まる繁華街も作られ、
玉川町八清地区周辺では、その
名残を見ることが出来ます。

History

「奇跡」の発見

くじら、くじら、くじら in 昭島

※画像提供：昭島市

東中神駅前の商店会
「くじらロード」

化石の発掘場所（電車はJR八高線）

　1961年の夏、昭島市の多摩川河川敷を散歩中の男性により、
クジラの化石が発見されました。当時、全骨格に近いクジラの化
石が見つかることは世界でも例がなく、全国的な大ニュースとな
りました。
　クジラが生きていたのは、東京の大半が海の中にあった約160
万年前です。比較的浅瀬に近い昭島市付近で息絶えたところに堆
積物が積もり、長い時間をかけて化石へと変
化していったものと考えられます。
　貴重な発見がなされた背景には、大きな地
殻変動や温度変化がなかったことや、川の浸
食により化石の一部が露出した一瞬のタイミ
ングで発見されたことなど、いくつもの偶然
が重なりました。

あきちゃん、たまちゃん
（東中神駅前）

街路灯(昭和公園前)

お土産にどうぞ

生きていた頃のイメージ（※）

マンホール（市内）　

全長13.5ｍ!

※砂利の採取や洪水により太古の地層が露出した特異な地形は、牛が群を成して
いるように見えるため、「牛群地形」と呼ばれています。近年の護岸工事により、
現在ではわずかな場所でしか見られなくなりました。

アキシマクジラ出土地周辺
に見られる「牛群地形」（※）

諏訪神社
境内の湧水
（「東京の名湧水
57選」の1つ）

飛行機工場の跡地を活用した複合施設

約500戸の住宅があった八清地区のロータリー
工場労働者が汗を流した
銭湯

つい じ

はっせい

秋は黄昏時が美しい季節

昔々、ここは
海の底でした

多摩地域の魅力を訪ねる健康さんぽ
文責：編集部

vol.3  昭島市




