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はじめに

1992年3月3日および1992年3月H3に新潟県西蒲原

郡朝Tと新潟県北蒲原君仲条町に雌の伽oplodon

sp.が漂着し，解剖の上，生殖器を観察した。本属

の中型クジラは，商業捕鯨の対象とならなかったた

め生態や生殖には不明な点が多い。性成熟や卵巣の

組織形態的特徴を明らかにするためには，一例でも

データの集積を計る必要がある。前述の2例の卵巣

は現在組織学的検索を進めているが，本報はこれら

の肉眼的所見と他の3伊防庁esop I odot~ 198 8年6月8

日，青森県青森市油川；1988年12月6日，青森県北津軽

郡小泊村；1991年4月15日，新潟県西頚城郡能生町）の

卵巣に関する肉眼的所見も併せて述べる。

表 l 府 50ρJodon卵巣の肉眼的所見

年月日 漂着地 告~ 1) 重量（g)

① 88. 6. 8 青森県青森市 498 20.0 
14.5 

② 88.12. 6 青森県小泊村 530 12.0 
9. 5 

③ 91. 4.15 新潟県能生町 520 (L)46.3 
(R)29 .2 

④ 92. 3. 3 新潟県巻町 532 (L)ll.6 
(R) 12 .9 

⑤ 92. 3. 7 新潟県中条町 475 2i (L)l0.7 
(R)l0.5 

1）上顎先端より尾鰭後縁中央までの長さ．

所見

観察結果の概要は，表1に示した。④の巻町の個

体は卵胞が卵巣表面から隆起・突出した様相を呈し

左葉には直径Zmmの卵胞が，右葉には直径8聞と3mmの

卵胞が認められた（図1)。子宮は双角で胎児はなく

（図2），角は左右同径であった。また，乳￥1づ士泌を示

す所見は認められなかった。

⑤の中条町の個体は，吻端が破損していたため全

長は推定値とした。左葉の表面は平滑であり，また

右葉の表面には直径Zmmの卵胞が認められた（図3）。

卵胞壁は④と比較するとやや肥厚していた。子宮角

は左右同径で，胎児はなく（図4），これも手U十分泌を

示す所見は認められなかった。

卵巣の所見ヨ〉

計測値（剛） 備考

58×17×40 (F）φ15mm ・φ7mm卵胞壁肥厚
65×14×25 表面平滑

44×19×16 (F）ψ4mm 
40×15×20 (F）φZmm 2個

60×38×35 (C¥)30×ZOmm 
70×24×28 表面平滑

45×23×20 (F）ゃ2mm
45×20×20 (F）ψ8mm ・φ3mm 

43×20×18 表面平滑
40×17×16 (F）φZmm卵胞壁肥厚

2）吻端破損による推定値．日の中心から尾ピレ後縁中央までの長さは430cm.
3) L （左葉） R （右葉） F （卵胞） Cl （黄体）
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①の青森市の個体は，一方の卵巣には直径15mmお 過程にあるものとみなされた 。③で認められた大き

よび？mmの卵胞が認められ，後者の卵胞壁はやや肥厚 な黄体は，妊娠に至らなかった排卵直後の黄体，も

していた。他方の卵巣の表面は平滑であった（図5）。 しくは出産か流産直後の黄体のいずれかであると思

②の小泊村の個体は，一方の卵巣には直径4mmの卵 われる。乳汁分泌の兆候がなかった理由として，出

胞が，他方の卵巣には直径Zmmの卵胞が2個認められ 産直後であっても仔が飲み千した後か，漂流中に排

た（図的。 事ししてしまったことが考えられる。

③の能生町の個体は，左葉の重量が5{71］中最大で 1988年10月10日に新潟県両津市，1989年4月3日に

あり，苦手｜面には大きさが30mm×ZOmmで中心部が暗黄 新潟県佐渡郡小木町に漂着した2妊娠個体は，とも

色を呈した黄体が認められた。一方，右葉の表面は に全長450cmで‘あった（本間， 1990）。卵巣重量からま

平滑であった（図7）。子宮および卵巣の外観からは最 だ性成熟に達していないと推定された②，④，⑤の

近の妊娠を示唆する剖見は認められず，手回買にも最 全長は，いずれも妊娠個体より大きいが，種差， il{lj

近の乳汁分泌を示す兆候はなかった（山田ほか， 199 定方法の相異，年齢のいずれによるものか不明であ

Z）。④や⑤と比較すると，子宮は全体的に大きかっ った。

た。 今回は肉眼的観察にとどまったので，組織学的検

索結果については続報したい。
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壁の肥厚を伴い閉鎖卵胞化していくのではないかと

思われる（Slijper,1982）。

鯨類の雌の性成熟は封印H経験、の有無を基準とする

のが一般的であり，排卵の結果終生卵巣内に残存す
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図 1. 1992年 3月 間に新j烏県巻町へ漂着した !1iJsop/odonの卵巣割断面

矢印は直径 8mmの卵胞を示す

図 2. 向上個体の子宮
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図 3. 1992年 3月 7日に新潟県中条町へ漂着した tlesoplodonの卵巣害l断面

矢印は直径 2mmの卵胞を示す

図 4. 向上個体の子宮割断面
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図 5. 1988年 6月 8日に青森市へ漂着した tltJsoplodonの卵巣t1断面

A：直径 7mmの卵胞．壁はやや肥厚， B：直径 15mmの卵胞

7 

図 6 1988年12月 6日に青森県小泊村へ漂着した tlesoplodonの卵巣骨断面
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図 7.
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1991年 4月15日に新潟県能生町へ漂着した /1esop1 odonの卵巣審1断面

矢印は黄体（ 30×20 mm ）を示す
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