新種の人類発見か?
Fossil finger points to new human species
Rex Dalton

2010 年 3 月 25 日号

Vol. 464 (472–473)

www.nature.com/news/2010/100324/full/464472a.html

骨の化石の DNA 解析から、4 万年前のシベリアに未知の人類がいたことが明らかに。
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ホモ・エレクトゥスやネアンデルタール
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シベリアのデニソワ洞窟で見つかった指の

