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はじめ』こ

1992年2月末から3月初めにかけて，新潟県下越 ・佐

渡沿岸にアカボウクジラ科のクジラが4例相次いで

漂着した。その内 2仔11は新潟市水族館マリンピア日

本海のスタ ッフを中心に解体され，卵巣・胃内容物

などの調査が続けられている（西脇ほか， 1992；山田

ほか，1992）。ここではこれらの漂着例を報告し，こ

表1 1992年春の漂着例

れまで漂着したtf9soplod仰の記録を含めて考察を試

みる。

1992年春の潔着例

1992年2月末から3月初めにかけて，新潟県北部の下

越地方と佐渡島沿岸に漂着したアカボウクジラ科の

クジラは表1に示した4例である（図1)。

1: l'f9soplodo11 sp.，雌，体長134cm,1992年2月22日，新潟県佐渡郡小刺T木流，岩礁に死後漂着
両津市野田栄吉氏通報

2: /'fesoρlodon sp.，雌，l本長532cm,1992年3月3日，新潟県西蒲原郡巻町四ツ郷屋浜，死後漂着あるいは

潔着後死亡
マリンピア日本海で解体，卵巣など検索中，幽門腎から緑色の小石数個発見
巻町高杉信太郎氏通報

3: Ziρhius cavirostris？，雌，体長700cm，体重2,OOOkg, 1992年3月6日，車rr潟県佐渡郡相川町高瀬漁港，
死後漂着
沖合に投棄
相川町柳F 保氏通報

4：胎 soplodonsp.，雌，体長430cm‘1992年3月7日，新潟県北蒲原郡中条町笹口浜，死後漂着
現地で解体，頭骨など新大へ，幽門胃から黄褐色のイカのレンズ，ビニール袋，縄など発見
中条町佐藤長次郎氏通報

日本海

佐渡島

相川町高瀬（92/03,Q6)

小木

図 1 1992年2月下旬から3月上旬にかけて，アカボウクジラ科のクジラが漂着した地点
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小木町（Z月zz日，図Z）の例は，当時新潟県栽培漁

業センター勤務の野田栄吉氏の観察所見，計測値と

写真によって，巻町（3月3日，図3）と中条町（3月7日，

図4）の2伊｜は，マリンピア日本海の鈴木倫明課長を

中心に行なわれた解体調査の結果をもとに，それぞ

れ同定したところいずれも体長などの計測値，形態

形質の特徴や，上下顎ともに萌出歯を欠くことなど

からtlesoplodonsp.の雌と判断される。

相川町（3月6日，図5）のものは，新潟県佐渡水産事

務所の指導で沖合に投棄されてしまったので，資料

は相川町の磯野保氏の提供になる体長，体重の計浪lj

Ii直と写真のみである 。写真からでもアカボウクジラ

科の特徴は明白であるが， 7mという体長や，短い吻

を考慮すると Ziphi11scavirostr is<J)可能性が高い。

tlesoplodon 

日本海セトロジー研究グループ，ストランディン

グ専門委員会がまとめたデータによれば， 日本海側

道府県で確認されたアカボウクジラ科のクジラは51

例にのぼるが，なかでも tlesoplodD1此， 1960年に秋

田県でtiesop I odoa st ej11e17er i（トlishiwaki, 1962）が

確認されて以来， 1992年3月新潟県中条町の漂着例

までで総計36例となり，漂着f1ド数からすると日本海

の代表的なクジラの一種である（山田， 1992）。この

ほかに漂着件数が30件をこえるのは， La17Mo1・y11ch11

sobliq11ide11s, Phocoenoides dal/i, Balaenoptera 

ac11torostrataであり，いずれも一向史的に知られて

いる種であるのに対し，最近までは珍しいといわれ

ていたtiesop I odo1が，このように多数記録されたこ

とは特筆に値する 。

stej n辛苦eritP 11 i ak君。den命汁

これまでに日本海および日本海沿岸で発見された

「！日制的i位、げ stejne17eriヒげ 11ink雪山as<TJ2亀

である。 ti.car lh11bbs1も生息水温を考慮すると日本

海に分布する可能性はあるがこれまでのところ発見

されていない。既報の4例はいずれもNstejnegeri 

と同定されている（Nishiwaki,1962; Nishimura and 

Nishiwaki, 1964; Miyazaki, et al., 1987）。また，日

本海セトロジー研究クツレープが骨格標本を調査した

10例もすべてti.stejM17er Iであり，日本海側で確実

にtl.17i nk・11od ensとされているのは， 1984年3月16日，

城崎で発見されたもののみである 。

ties op I odo1属のクジラは，萌出歯をもっ雄の成｛本

であればかなり確実に種の同定ができるが，雌の場

合や，未1鳩個体の場合には種の識別が非常に困難

である 。特に， ti.stejne11er 1’とt1.11ink17ode11Siま外見

が酷似しており，現場で区別することはきわめて難

しい。しかし，頭骨には明らかな相違があるので，

骨格標本を精査すれば両者の識別は可能である。

最近，日本海側でtiesoρlodo嘱の漂着例があると ，

ti. stejneger iとti.ll i nk17od何 dコいずれであろうかと

いう疑問が提起されることがあるが，これは，上述

の理由によるもので，体形や体表の特徴で両者を識

別する鍵は現在のところ確立されていない。この両

者の外形と骨格をともに熟知しているセトロジスト

は数少ないので，潔着例の同定にあたっては，骨格

標本の完成をまって慎重に結論を出す必要があるし，

今後の同定のための識月1階微を見出す必要がある。

演者らも，漂着例に遭遇する度に両者の識別に難

渋してきたが，上述のように，新潟，富山，石川各

県で採集された個体を骨格標本作製のうえ頭骨の特

徴を検討した結果はすべてti.stej11e17er fで、あった O

tlesop I odorlJ)漂着データ36件中には，石）11と新潟

両県で4月下旬から5月初旬にかけて発見された体長

Zm前後の幼若個体4例が含まれる。 ／＇／esoρlodo1仕出

生時の体長が約2mといわれており，これらが出生直

後の個体と考えれば，日本海に生息する tlesoplodoa

は，石川県から新潟県の海域で、出産している可能性

が高い（山間， 1992）。

Moore(l973）やMead(1989）も述べているように， N

stejne17er Jは冷水域の， N17ink17oden＂拡媛水域のも

のらしく，生息、水域が区別される。 Nishimuraand 

Nishiwaki (1964）によれば， 1963年4月下旬から5月

半ばにかけて 2{91］のti.stejneger iがマス流し網に入

った水域の表面水温は10℃前後であった。

上述の日本海セトロジー研究グループがまとめた

日本海産のtfesoplodortJコ月別漂着データを検討して

みると，冬から初夏にかけての件数が多く，夏には

少ない（山田， 1992）。本間(199O）は鯨類の新潟・佐渡
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沿岸の漂着データを総括して，クジラの漂着・権網 参考文献

は盛夏には皆無であり，網に入ったものを除けば冬

から初夏までの例が多いことを指摘し，クジラの漂

着にはあまり顕著な季節性がみられないことを強調

している。また，イルカについては， 8月から12月

を除く各月に潔着例があり， 2月から3月にピークが

あることを示している。これについては漂着イルカ
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図 2 1992年2月22日，新潟県佐渡郡小木町木流

の岩礁に死後漂着した !1esoplodo11sp.，雌，

体長434cm（両津市野間栄吉氏撮影）

図 4 1992年3月6日，新潟県佐渡郡相川町高瀬漁港

に死後漂着，沖合に投棄された三日）／）iuscavir-

ost r isと恩われる個体，雌，体長700cm，体重2,000kg

（相川町，磯野保氏撮影）

図 3 1992年3月3日，新潟県西蒲原郡巻町四ツ郷屋

1兵，死後漂着あるいは漂着後死亡した tlesoρlo-

don sp.，雌，体長532cm（マリンピア日本t樹是供）

図 5 1992年3月7日，新潟県北蒲原郡中条町笹口浜に

死後漂着したtltJSopI odo11 s p.，雌，｛本長430cm

（マリンピア日本海提供）
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