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はじめ』こ

tie soρI odot~土商業捕鯨の対象になったま輝がない。

その結果， /'leso.ρlodo10食性に関するデータは主と

して漂着個体の所見によっている 。つま り健康な個

体のデータによってかれらの食性をうかがうことは

できない。しかも，漂着例では胃内容物が発見され

ることが少なく，頭足類の顎板（カラス・トンビ）や

深海性魚類の耳石などがわずかに発見されたことが

あるにすぎない（Mead,1989）。従来日本海側で調査

されたtlesoplodo11でも胃内容物が発見された報告は

ない（山田ほか， 1992）。

1992年3月713，新潟県北蒲原郡中条町笹口浜に漂

着したtlesoplodoぱ中条2標本）の胃から，食性の一

端を示すと考えられる内容物が発見された。また，

これに先立つ3月3日，新潟県西蒲原郡巻町四ツ郷屋

に漂着したtiesoρlodoil(巻標本）の胃には数個の小磯

がみとめられたのでこれらをあわせて報告する。

所見

一般にハクジラの胃は，前胃 ，主胃，幽門胃の3つ

に区分される（Sljper, 1982）。しかし，アカボウク

ジラ科のクジラは前胃を欠き，胃は主胃と10余の小

室に分れた幽門習からなる。 /'lesoplodo1iT>胃もアカ

ボウクジラ科の特徴をもっ（Turner, 1912）。

今回解剖した2例では，幽門胃内に一様に燈色の

液体が認められ，主胃にもわずかながらこの液が認

められた 。

巻標本

巻町の漂着例では，消化管に食物の遺残は認められ

なかったが，幽門胃から径3から5mrnの小磯（緑褐色）

が7個発見された。破砕されたような外観で明瞭な

磨耗痕は認められない。

これらは餌となった生物の体内にあったものか，

採餌の際に餌とともに呑み込んだものか，あるいは

その他の理由で消化管内にとりこまれたものか判断

できない。

中条2標本

中条町の漂着例でも，主胃には内容物は認められな

かった。しかし，幽門胃の数箇所からイカの眼球の

レンズ内半と外半と推定される半球形のもの，ある

いは両者が癒合したままで半球2個を接着したよう

な形状のものが総計30数個発見された（図 1）。顎板

はまったく発見されなかった 。

これらのレンズは，大きいもので横径 7剛，内半

と外半が癒合した状態で内外径 8mrn，小さいもので

は横径，内外径とも 3rnrn程度であった（図 2）。半球

形の形状を比較的よく保ったものもあるが，つぶれ

た円筒形に変形したものもある。

いずれも発見時は黄褐色であり，乾燥保存したも

のはほ豆、発見時の色を保っている。一部は10%フォ

ルマリンで国定したところ濃緑色に変化した 。

このほか，主胃に近い幽門胃からはプラスチック

製の小型容器，容器蓋，縄などが発見された（図 3）。

考察

日本海のtMsoplodo劫ミら，食性に関連する消化管内

容物が発見されたのは本例が最初と考えられる。本
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{ff！）の健康状態は不明なので，イカが常食であるとは する必要があるかもしれない。また，今後の漂着例

結論できないが，少なくとも20匹近くのイカを食べ では消化管内容物のみならず，液性物の採取と分析

た経歴があることは明らかである。 を行なうことが望まれる。

レンズによってイカの種を同定した業績はないら

しく，少なくとも容易に同定できる可能性は低い。

しかし，中条2標本から採取したレンズのうち大型

のものを，この時期に新潟近海で漁獲されたヤリイ

カとジンドウイカ，富山湾産のホタルイカのレンズ

と対比したところ，ヤリイカのものが，大きさ・形

状ともに類似していた。

ハクジラ類の消化管内から発見された頭足類の遺

残に関する従来の報告では，顎板の記載が一般的で，

レンズに関する記載は少ない（児玉ほか， 1992）。

これらのレンズが，幽門胃内にどの程度の期間滞

留していたかは不明であるが，破損の程度に差があ

るので消化管内にとどまっていた時間にはある程度

の時間差があると考えられる。大きさのばらつきが

採餌の時期の相違を示すものか，採食時のイカの群

の個体差を示すものか半｜断できない。しかし，消化

管内で起ったと推測される変形の程度は，レンズの

大きさと相関しないので，採食時期とイカの大きさ

に明瞭な関連があるとは考えられない。

生体のイカのレンズはほゾ無色透明である。今回

発見されたレンズが黄褐色を呈していたのは，ある

程度の期間幽門胃内にあって胃液などの影響下で着

色したものと推測される。

レンズの色が，フォルマリンによって黄褐色から

濃緑色に変化したことは，胆汁の主成分である黄褐

色のビリルビンが酸化されると濃緑色のビリベルジ

ンに変化する反応を想起させる 。本例の胆管の関孔

部を確認することができなかったので，幽門胃に胆

汁（ビリルビン）があったことを明瞭に説明すること

はできないが，現状では胆汁が幽門胃内へ逆流した

ものと推定される。

本例に限らず，巻標本， 91年の能生標本の場合に

も，幽門胃内には一様に燈色の液体が認められ，こ

の液は主胃にもわずかながら認められたが，これが

逆流した胆汁を主成分とするものであったのかもし

れない。今回発見したレンズの内部の色も検討して

黄侶色あるいは濃緑色に染っている層の厚さも確認
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図 1 中条2標本の幽門胃から発見されたイカの

レンズ一部に変形がみられる

図 2 図 1のレンズの拡大
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