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はじめに 上で意義があると考え，その概要を記す次第である。

以下においては，本標本についての分頬，計調IJli直

と体長，耳馬筆のテレスコーピングについて検討し，

最近の山形県の鯨類の言E燥についてもまとめておく。

本標本は ，I98 9年2月初日に，山形県酒田市の酒回

港灯台から北北西約 17kmの位置の日本海海底から，

底引き網漁船によって得られたものである（図 I）。

水深は約75mで、あった。

料票本は，吻部を欠損した鯨類の頭蚤で，上顎骨

・前顎骨 ・鋤宵・鼻骨のほか，口蓋骨・耳骨なども

失われていた。採集当初 ，骨の表面には現生貝類が

頭蓋による種の同定

頭蓋形態は，背側観において全体的に扇平で幅広

いくつか付着し，部分的にもろく風化しているが， く， 正中に対して対称、形をなし ，側方観において背

欠f員断面の海綿質は新しく ，高出哉の化石化が認めら 縁がゆるく湾曲する特徴をもつことから，ヒゲ鯨亙

れないことから，現生種と判断された。 目Mysticetiと判断される。

こうした日本海に関する鯨類についての記録は， 前頭骨は中央部から急に左右へ下降し限鰯上突起

山田ほか(1991）にまとめられているが，山形県に闘 が幅広く発達する。上後頭骨は正三角形状を呈して

する記録はi例のみで、あり ，本標本はこれに含まれて 大きく，先端は眼溜を越えて前方へのびる。頭頂骨

いない 。本標本については，長津(1992，印刷中）で報 は圧縮されて，鼻骨の後の結合から仰防へいたる。

告しているが，従来あまり記録のなかった山形県に 鱗状宵の頬骨突起は，左右へ大きく発達する。後頭

関する鯨類のl資料として，日本海セトロジー研究の 頼は大きく ，大後頭孔がほぼ円形に開孔している。
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図 I. 標本の採築地（×）
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これらの諸形態をヒゲ鯨亜日の各科と比較すると，

ナガスクジラ科 Balaenopteridaeの特徴を備えてお

り，同科に同定される。

ナガスクジラ科の各種との比較については，残存

部の形態において，ザトウクジラ属 tlegapt er aのザ

トウクジラ Nnovaea11gl iaeli土，ナガスクジラ属

Ba I a e11op t er aの各種に比較して頭葉が全体的により

側方へ発達していることから，本標と容易に区別で

きる。従って本標本は，ナガスクジラ属と判断され

る。

同属の各種と本標本との比較では，背jffl聞におい

て，シロナガスクジラ B.muscu/usが前頭骨の大きさ

に対して上後頭骨が小さい特徴をもつことから区別

でき，ナガスクジラ EphJJSa /usとは，前頭骨と上後

頭骨の形態で区別できる。

そこで，類似性の高いと思われる残りのニタリク

ジラ B.ede11i，イワシクジラ Bborea I is，コイワシ

クジラ 8.acutorostrataの3種と本標本を比較した。

比較した標本は，太地町立くじらの博物館所蔵のニ

考にして以下に計測値を表lに示す。

本標本は不完全な頭蓋のみであるが，その体長を

検討する。一般に同種の鯨であれば，頭蓋の大きさ

に比例して体長が大きくなることが期待される。こ

れまで計測されたコイワシクジラのいくつかの報告

(Omura, 1957；木村， 1989；岡， 1990）について，頭蓋最

大幅に注目して体長との関係を表2に示すと，相関

関係が認められる 。本標本は ，このうちOmura(19 57) 

に近い値を示していることなどから，概ね7.5m前後

の体長を有していたと推定される。

コイワシクジラはナガスクジラ科のなかで最小の

種で，ヒゲ鯨類のなかでも小型で、ある。西脇(1965)

を参考にすると，本標本は推定される体長から，日

本近海を回避する平均的なコイワシクジラの成体と

考えられる。

頭蓋のテレスコーピングについて

タリクジラ，イワシクジラ，コイワシクジラ（いずれ ナガスクジラ科の各種の頭蓋のテレスコーピング

も和歌山県近海産，性知亦明）の各1標本，国立科学 t e Iese opingについて ，大石 (1988）はヒゲ鯨類の化

博物館所蔵のニタリクジラ（No.03538，産地不明，メス）， 石の検討に関連し， Dathe(1983）を引用しながらそ

イワシクジラ（No.03536，根室南東方産，メス）の各1 の特徴を述べている。それによると，上顎骨の限商

標本と，コイワシクジラ4標本（No.05152，金華山沖 突起を結んだ基線と鼻’再の位置がテレスコ ピング

産，オス；No.15941，若狭湾産，性別不明；No.19792，南 状態をよく表すとしている 。ナガスクジラ科の6種

氷洋産，メス；No.21236，三重県沖産，性別不明）である。では，ザトウクジラ tlegaptera11ovaea11gl iaeの鼻

その結果，コイワシクジラは，前頭骨形態におい 骨がその線より前出し，コイワシクジラ Ba/ae11op-

て，その前縁と後縁がほぼ直線状に平行して側縁に

いたり，ニタリクジラ，イワシクジラとは異なる。

そして後頭骨形詣では，後縁のくの字状に屈曲する

形態が同2種に比較して著しい。また大後頭孔の頭

蓋に対する大きさは，同2種に比較して大きく開孔

する傾向が認められる。こうした特徴は，本標本と

も共通するものであることから，本標本はコイワシ

クジラ 8alae11opt&raacutorostratafこ同定される。

標本の言｜測

本標本について，木村(1989）の計測部位などを参

表 l 標本の計測値

部 位

頭蓋の残在長

大後頭干しからの上後頭骨の長さ

頭蓋最大幅

前頭骨H艮か境界の中心を通る幅

上後骨の最大幅

後頭かの高さ

後頭かの幅

大後頭孔の長さ

大後頭孔の幅

計測値

665mm 

395mm 

840mm 

775mm 

645mm 

右95mm，左95mm

右78mm，左77mm

73mm 

82mm 



表 2 頭蓋最大幅と体長

標本 頭蓋最大幅 体長 備 考 文 献

HUE 484mm 4.8m 金華山沖，若い個体 木村(1989)

OWM 617mm 5.4m オス 伽mra(l957)

NSM 820mm 7.5m オス Omura(l957) 

TUM 1089mm 8.4m 南氷洋，オス 岡(1990)

YPM 840mm 酒田沖 本報告

HUE：北海道教育大， OIYM：牡JtliJllT立鯨博物館， NSM：国立科学博物館，

TUM：東海大学海洋科学博物館， YPM：山形県立博物館

t~ra acutorostrata，イワシクジラ B.bor8a I is，ニ

タリクジラ B.edeni，ナガスクジラ B.plwsa I usの

順に後退し，シロナガスクジラ Emusculusで最も

後退してテレスコーピングの進んだ状態を示してい

るとした。

オ噌本は上顎骨 －鼻骨を欠いているが，織合から

惟察される鼻骨の基部の位置は ，前記の基線付近か

沿岸への漂着鯨類の記録は，山田ほか(1991)などを

参考にすると，他地域に比べて少ない。これについ

ては，情報があまり得られなかったことによるため

かも知れないが，従来からこうした記録が少なかっ

た可能性もあり，今後検討を要すると思われる。以

下に最近の鯨類の記録をまとめておく（表3）。ただ

しこれらは新聞等による情報であり，その分類につ

やや前方に位置し，大石(1988）の示した図のコイワ いても確かでないため，記事や写真等から一応推察

シクジラと同nu主である。 される種についても記しておく。

との鼻骨の位置について，前述の比較標本を観察 1968年には，酒田市の最上川河口付近の海岸で遺

した。その結果，ニタリクジラの2標本（くじらの｜専 体が発見され，宮城県の業者に買い取られた。体長

物館標本i国立科博標本 No.03538）については，鼻骨 や穫についての記録はない。

の基部が前記の基線より後退していた。またイワシ 写真から判断すると，体長はlOm前後と推定され，

クジラについては， l標本（国立科侍標本 No.03536) その吻部形態がツチクジラ Berard/usbairdiiに特

が同線に後退しているが， 1標本（くじらの博物館標 徴的な明状をなし，咽候部で同種に表れるハの字状

本）で、はほぼ基線上にあった。コイワシクジラの5標

本では，鼻骨ーが基線上にあるかまたはやや育fT出して

いたが，後退している標本はなかった。

これらの結果は，一般的傾向として大石(1988）の

指摘を支持すると考えられるが，鼻骨の位置と頭遂

のテレスコーピングとの関係については，今回の限

られた比較標本においても，小さな種内変異が認め

られるため，それが個体差 ・年齢差 ・性差 ・地理差

等いずれの影響かなど，さらに詳しい議論が必要と

考えられる。

山形県の鯨類の記録

のj脅が認められることから，ツチクジラだった可能

性が考えられる。

1989年7月24日には，酒田市西方不J260kmの海上で

大きな漂流遺体が発見され，漁船によって酒田港ま

で曳航された 。体長約 20m，推定体重 70～80tで，

ナガスクジラ科として報道された。遺体は腐敗がひ

どいため，再び海へ戻された。

写真から半1断して，腹面での下顎部から尾部に向

かつて発達する長い畝の形態から，やはりナガスク

ジラ科と考えられる。大きさから判断すると，ナガ

スクジラ BalaenopteraphJ!salusかイワシクジラ

B. borea I isが考えられるが，鮮やかな白色の腹部の

特徴から，ナガスクジラだ、った可能性が考えられる。

1990年4月1日には，鶴岡市由良港の沖約 500m，水

山形県に関する本標本のような乗網した骨絡や， 深20mに掛けた定置網に，迷入した後に死んだとみら
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表 3 山形県に関する鯨類の記録

分 類 採集 採集地 採集情報 体長・体重 記録等

ツチクジラ？ 1968 酒田市最上川 生きてあるいは !Om前後？ 1) 

河口付近 死後漂着

コイワシクジラ 1989・2・20 酒田港北北東 頭蓋のみ乗網 7.5m前後？ 本報告
約l7Kmの海底

ナガスクジラ？ 1989・7・24 沼田市西方 死後浮上 20m, 70～80t 2)' 3) 
約260Kmの海上

ナガスクジラ科？ 1990・3・31 鶴岡市由良沖 定置網に生きて 12m,30t 4) 
約500m 乗網

1)山形県水産事務所(1968）広報水産 No.l l, 2）読売新聞(1989・7・261-D.

3）山田ほか(1991), 4）山形新聞（1990・4・1付）

れる遺体が引き揚げられた。体長約12m，体重約30t

のシロナガスクジラと報道された。遺体は宮城県石

巻市の業者によって買い取られた。

写真ではその特徴がよくわからないが ，報道され

た体長から判断するとシロナガスクジラの成体とす

れば小さすぎ，また近年の日本海での記録が知られ

ていないことから，ナガスクジラ科とすれば別の種

と思われる。
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1）本標本を他標本の頭蓋形態と比較した結果 ，コ 之学芸員からは，ヒゲ鯨類の頭蓋形態についてご教

イワシクジラ Balaenoptera acutorostrataに同定 示いただいた。以上の方々に厚くお礼申し上げる。

される 。

2）頭蓋最大幅から推定される本標本の体長は7.5m 

前後と推定され，日本海の同種では平均的な成体

と考えられる。

3）ナガスクジラ科の各種において，鼻慢の位置か

ら考えられるテレスコーピング状態は ，小さな種

内変異が認められた。

4）山形県に関する最近の鯨類の記録は ，本標本を

含めて4仔tJで，ヒゲ鯨類3f91J（コイワシクジラ，ナ

ガスクジラ？，ナガスクジラ科？）と歯鯨類1例（ツ

チクジラ？）である。
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3 30 cm 

写真 l 酒田市沖産のコイワシクジラの頭葦

1.前方観， 2.左側方観， 3.後方観
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1 

2 
30cm 

写真 2 酒田市沖産のコイワシクジラの頭蓋

1.背側観，2.腹側観
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