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序 除いた記録. D；日本海沿岸の漂着記録を取りまと

めた日本海セトロジー研究グループのデータベース

（財）日本鯨類研究所では、その前身である（財） に収録された記録のうち上記から洩れている記録ー

日本捕鯨協会鯨類研究所が1986年より機関誌である これらの記録のうち、鯨類についてはAが1983年以

「鯨研通信」を通じて始めた、 全国のス トランディ 後、 Bは1902年以後、 Cは1970～1989年の20年間、

ング ・レコード（鯨類、鰭脚類の漂着記録で、ここ Dは1960年以後について記録されている． 今回の検

では漁具による混獲や河川や港湾内への迷入を含む） 討では記載内容が正確と思われる情報が多くなる19

の収集を、現研究所発足以来行っている 現在 (19 60年以降1992年までの記録を使用したこれらの記

93年6月i日〉までに集積されたd情報は、ハクジラ類

が199件、 ヒゲクジラ類が36件、 鰭脚類が10件とな

っている 著者はこれに過去に発表された日本国内

のス 卜ランテ府イング・レコードを追加したデータベ

ースの作成を行っている．これらの蓄積された情報

を用いて日本沿岸におけるミンククジラの漂着状況

を検討した．

材料と方法

使用したデータ ・ベースは以下の4つの情報源を

基に集められた記録で作成した A ; （財）日本鯨

類研究所にス トランディング・レコードとして報告

された情報 この中には報告された当時種不明とし

て 「鯨研通信」紙上で発表されず、その後に正確な

情報が判明したものを含む、 B；著者が過去の文献

から集めたストランテeイング ・レコード、 C；全国

の水族館の調査結果をまとめ、 1990年度日本動物園

水族館協会水族館技術者研究会海獣部会において日

和山遊園 （現 城崎マリンワールド）が報告した

「海産哨乳類の漂着について」のうち、 A及びBを

録は漂着、迷入及び沿岸での混獲を含んでいる．ま

た収集された記録は、鯨種判定情報の精度を評価し、

判定に疑問があるものについてはこれを除外した．

データベースに記録された1960-92年の聞の日本

沿岸のヒゲクジラ類の漂着及び混獲は8種75件で、

このうちミンククジラについてはAが26件26頭、 B

が27件28頭、 Cが2件2頭、 Dが2件2頭の合計57件58

i'iJiの記録を使用した

結果

57件の記録は漂着が13件、 J昆獲が43件、迷入がl

件であった. t.昆盤は刺網による l例を除き、すべて

定置網によるものであった．なお、漂着状況の記録

がないもの及び死後漂流個体 (1例）については、

漂着と して取り扱った． これらの記録と情報源を表

Iに、位置及び漂着（混獲）した月を図 lに示す

漂着及び混獲個体の地理的分布は、オホーツク海沿

岸の北海道から、日本海側は福岡まで記録があるが、

太平洋側は和歌山県以西の記録はなかったー記録の

多い地域と しては房総半島 (12件〉、佐渡島（9件）、
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県名 fill 世a 生／死 体昼間 宙E並置 午明由時

目「品 編胸中条畷将 11 事問（1990)
踊 両津市鯨（位制） ~rn：翻） 4 iw.S(l990) 
lilll 制市 日本語tト日γー（ 1991) 
鰯

購長
il!ff(£11鋼） 6地!l¥S(1990)

踊 綴（大繍） 5.5 本間（1990)
ご重 m定観） Tobayama et al(1992) 体長拘5. 7m 
千華 imn自） Tobayama et al(l992) 
千華 官房自富山町岩井 滋（£翻） !ft 4.6 m111v－ワー）f卜.( 1992) 
三重

3轟輯需神

儲（lE翻） Tobayama et al(l992) 体長約5m
踊 綴（タラ底割L目） 4欄（1990)
千葉 il!ff(£11自） 生存→~t Tobayama et al(l992) 
草間 盟理（)f翻） 4.55 HRllll古田（1991)
臨 減（大総） 4.3 ｜車問（1990)
千葉 il!ff(lE鵠） 4. 16 Tobayama et al (1992) 
千葉 銃自富山町岩井 il/3(£1踊） 4.5 Tobayama et al(l992) 
千葉 飯田富山町岩井 綴m'踊） 4.5 Tobayama et al(1992) 
和歌山 鮮豊田ll!H浦町宇久井 綴（£ii踊） Tobayama et al ( 1992) 体長約7m
富山 魚津市（富山再） 自自（定翻） 4.8 岡本（1986) E握、計画面あり．
重量 両津市羽二't(間島） 自費（)fjj網） 3.8 制通信376
神奈川 三諸市小罰代 mn罰） 生存→!ft（慨） 3.5 山田、自民（1991)
千葉 安富田富山町岩井 il!3(1E翻） 生存→~t Tobayama et al(1992) 体長約5-6m
lilll 州市開町民側岸 !ft 駐日通信373 体長監;ESm（開閉）
神奈川 二捕市繭緋（古田再） 直入 生存→jft(捕自） 4.5 益田通信372、山田、耳目（1991) 体長続5m
士宮E 調H割E町通制面岸 lft 髄2

体Ul£5m
店員県 樽市自制（臨島） 綴m~罰） 5.6 372 版時間白書
liJll t尾市車町（富山再） 滋（lf:i車） 6 372 体長師国間報
指噴出

事商酔爾事豊田林司再l 町祖師沖
盟理（問自） 8 372 体長田

青書 町与店内耳 lft 2.7 語研通信373、日制量国（1991) 体長江
士書道 4.8 益田通信373 体~u罰間関
三重 南将軍軍側岡田和 滋m'.~ ） 生存→wtm

轄事悪露霊t? 
体長拘5m

措置 控室市担室半島 lft 3 体UWm（制情報）
liJll 

辞開西再甑市協富繭富岡沖浦町町

古車 （ lE~罰） 4.7 3 阪時間情報
青車 儲（大綱） 5.4 4 
青書 綴（大綿） 4.4 19 91) 
千草 安居高富山町岩井 自自mx罰） ma巴ta!(l992) 
福井 大ti~高富町今戸時沖 lkm （鍬再） 盟理（問調） 生存→!ft（憾） 7 日本航卜日γー(1991) 体長体重何回首需
新自 線市自調沖 減（)f置踊） 6.9 豊田通信376
京都 久美側面宮沖2km 盟理（定翻） 生存→!tt 断本(1992) 体長約Sm、体重約2.5t 
静岡 伊東市Ill車（四隣） 盟理（!E鵠） 5. 1 Tobayama et al(J992) 
者自 銭高高泊ttH塩沖 語読 死亡 5.7 矧通信376
千葉 安閑富山町古井 il!ff(!E置自） 4.3 Tobayama et al(1992) 
福岡 福司市東E諸島 混自（lEi1罰） 繍通信379
ー重 島羽市相E沖 自自（if:置自） 生存→lft 華町通目378 体長lilE4.5m 
山口 E門市東器Ill日｝~ 死t 6刺通信376 体長崎蹴報

all! j:jlfr~富刺路神 盟百（定翻） 死亡 7.6 制連日未掲載閥 阪は罰問問
千葉 官房器富山町岩井 綴（jf翻） 見t 4.9 ~Illシーワー If トー (1992)
三重 志脚志摩町娘 il!~ （ ;E鶴） lft 3.91 草間~~378 未成措
福岡 遠賀自問E町草津 謀者 lft 6.2 制連日378 体長U計調可能部分
北荷量 ~m部員E町オシンJVン 死亡 障問題IB378 阪拘7m
自主山 東半自由I地町 蹴m:踊） Tobayama et al (1992) 体長約5m
長崎 下県由美綿晴臣（対馬） 自~ （ jf置罰） 生存→lft（脳） 4.5 摘通信379 閥、体長u悶情報
liJll 陸軍町並並 出自tn自） 日本語tト日γー（1991) 阪自8m
青書 1\p市ii太郎地~（童話内） ilt 4.65 時（1990)
請書 村上市重量 協（if:翻） ltt 5.55 語晴通信380
千葉 m111市 滋（if:鵠） 生存→蹄 m111v－ワー）fトー（1992)
all! 豊島機宣島町え側 死t 3.99 華町通信ま鵬首理
北海道 活再締両町井寒色沖 盟理（定翻） 6.2 華町通信末鵬首報 体長世話閉店開

表 1. 日本沿岸のミンククジラ漂着及び混謹リ ス ト。
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図 1. 日本沿岸のミ ンククジ ラ漂着及び混獲位置。

白抜き丸は漂着、黒 丸は混獲を 示す。 数字は月を示す。

紀伊半島（8件〉、能登半島（7件〉があげられる．

しかしこれは必ずしも漂着や混獲の地理的傾向を反

映するものではない なぜならば、今回用いられた

記録は、その情報源により特定の地域の情報に偏っ

ている場合が多く、全国の漂着事例を均一に網羅し

てはいなL、からである．例えば、かつてミンククジ

ラの沿岸捕鯨が盛んだった三陸沿岸での漂着や混獲

の記録が欠落しているが、これは事例が少ないと言

うよりも、三陸沿岸が鯨肉の消費地であったために、

潔着や混獲された鯨が漁獲物として特に珍しい存在

でなかった為ではなし、かと考えられる．また、漂着

については海岸線の構造や住民の有無により、発見

され易さに偏りがあるだろうし、何よりもその地域

に海産動物の漂着や混獲に関心がある人聞がいるか

否かで、得られる情報量が異なる事に注意する必要

がある

漂着及び混獲の発見II寺の生存状況は、 漂着では発

見H寺に生存が確認されたものは 1例もなく、 J昆獲に

ついては9例で生存が確認され、う ち3例について

は逃亡あるいは放流された 同時漂着／混獲頭数は、

混獲の l例 （2頭〉を除きすべて 1頭であった．

これらの記録を海域別、月別に表2及び図2に示

した 海域別では日本海側と太平洋側がそれぞれ29

件及び25件とほぼ同数で、オホーツク海側は3件で

9-



月 海域別件数 状況別件数

日本海 太 平 洋 オホーツクi毎 混獲 漂着 月合計

1月 4 3 。 3 4 7 

2月 6 。 。 5 1 6 

3月 1 2 。 3 。 3 

4月 2 4 1 4 3 7 

5月 5 1 。 5 1 6 

6月 2 6 。 6 2 8 

7月 3 。 。 3 。 3 

8月 。 。 。 。 。 。
9月 2 3 。 5 。 5 

1 0月 2 2 1 3 2 5 

1 1月 1 2 1 3 1 4 

1 2月 1 2 。 3 。 3 

合 計 2 9 2 5 3 4 3 1 4 5 7 

表 2. 日 本沿岸のミンククジラ漂着及び混獲の月別、地域別、状況別件数。

あった．月別では8月を除けばミンククジラの漂着

はほぼ周年見られ、 l～6月に比較して7～12月は

やや少ない傾向が見られた．また日本海側では2月

が最も多く （6件）、次いで5月、 l月が多かった

( 5及び4件ト太平洋側では6月、 4月 （6及び

4件）の順に多かった

漂着と混獲の月別の比較では、混獲が周年ほぼ均

一に起こっているのに対し、漂着では例数は少ない

もののし 4月に多く他の月は少なかったー雌雄が

判定された記録は20件で、このうち雄が5件、雌が

15件であった生物学的な情報が得られた例はほと

んどなく、未成熟個体がl例 （No.4 7）及び妊娠個

体がl例（No.18）報告されただけだった

考 察

日本近海のミンククジラは、北部日本の太平洋側

からオホーツク海へ分布する群と東シナ海から日本

海に分布する群の少なくとも 2つの系梢が存在する

と考えられている（Omuraand Sakiura, 1956 ; Ohsu 

mi, 1983; ¥Vada, 1991 ; Kato, 1992; Kato et al, 1992) 

その季節的移動は明らかではないが、 OhsumiC1983)

は沿岸捕鯨時の漁場の変化からミンククジラの移動

を推測した すなわち太平洋側では、性と性成熟度

の異なる 3つの群が春に三陸沿岸からオホーツク海

にかけて存在し、日本海側では東シナ海から 1月に

は日本海に侵入し、両群はともに夏期には北上する．

また、これら 2つの系群は初春のオホーツク海南部

では一部混合している事が示唆されている（¥Vada,

1991 ; Kato, 1992) .今回収集された記録をこれら

の季節的移動の点からみると、太平洋側では周年記

録があるものの、紀伊半島では12 1月の記録が多

い （8件中4件〉のに対して、関東、東海地方では

3 4月の記録が多い (16件中6件） この事は、

冬の初めにはミンククジラが従来考えられているよ

りも西側で、少なくとも和歌山沖に進出しており、

沿岸を北上している可能性を示唆している． 一方日

本海側では、対馬海峡でも漂着記録がある事から日

本海と東シナ海の聞の交通はあると考えられるが、

ハH
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日本沿岸のミンククジラ漂着及び混獲の月別、地域別体長。

破線は日本海側の個体の月別平均値、実線は太平洋側を示す。

図 3.



図 4. 定置網の 構造（片落網）。水産庁編集日本漁船漁 具図 集（ 19 5 8）より改変。

沿岸の漂着記録からは季節的特性は見い出せない。

しかしながら季節により北上する群と南下する群が

ともに日本沿岸を通過するとすれば、生物学的な調

査を伴わない漂着記録からそれを検出する事は困難

である．

漂着記録から得られる体長情報の多くは新聞など

で報道された値であり、報告者自身が計測した例は

希である 新聞などから得られる体長情報には、販

売のため水揚げされた市場で計測された値や地元水

族館や研究機関の職員による計測値等、比較的信頼

に足りる記録も含まれるが、発見者や報道者の推視lj

値も含まれており、そのすべての信頼性を検証する

事は困難である．この様に体長の情報は必ずしも信

頼性の高いものではないが、推測値も含めて誤差は

大きなものではないという仮定の基に、得られた体

長情報を検討した （表l、図3).この結果、海域

別の比較では太平洋側より日本海側がわずかに大き

い傾向が見られた．月別の比較では両者に一定の傾

向は見られなかった

KatoC1992）は日本近海のミンククジラの成熟体長

の推定値を雄が6.34m、雌が7.05mとしている．今回

集められた記録には、推定値も含めて57例中51例で

体長の情報が得られているが、雌ti:i~がわかっている

個体でこの推定値を越えている記録は雄が5#1J中1

例、雌が15例中 l伊！と極めて少なかった．批lt雄の不

明な個体 （38例）中でも、仮にKato〔1992）の雌維の

推定値の中間値を成熟する体長とすれば、この値

(6. 7m）を越えている個体は7例にすぎず、この中

には推定体長が11m (No. 1）、lOm(No. 31）のよ

うな信頼性に乏しい値が含まれている 一般に鯨の

漂着に際して、推測される体長がしばしば大きめに

なる傾向を考え合わせると、これらの事は日本沿岸
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に漂着あるいは混獲されるミンククジラのほとんど

が、体長の小さい未成熟の個体である可能性を示し

ている．

SergeantC1982）は、ミンククジラの漂着が離乳直

後の｛団体と老齢の個体に多い事を示唆している．ま

た、南オース トラリアでのストランテーイングレコー

ドでも同様の傾向を示し（Kemperand Ling, 1991)、

体長の小さい個体の割合が高かった しかしながら

今回の結果は、海岸に漂着した （死んだ）個体だけ

でなく、沿岸の定置網で混獲されたミンククジラに

おいても同様の傾向がある事から、単に南it乳個体の

死亡率が高いという事だけでは説明できない．また

もし、離乳直後の死亡率が漂着数に反映されるので

あれば、北太平洋のミンククジラの出産時期（Omura

and Sakiura, 1956）から、日甫乳が終了すると考えら

れる約半年後の夏期の海岸漂着数が増加する事が期

待されるが、実際にはむしろ出産時期に近いと思わ

れる 1月の海岸漂着が最も多く、離乳直後の個体の

漂着増加を示していない。南1E乳時期に関わらず幼若

個体が漂着し易い事は死亡率が高い事から当然と し

ても、混獲が多い点については他の要因が考えられ

るべきである

いくつかの推測として、 ①J昆獲される鯨について

は定置網の構造上大型の個体がかかり難い、 ②混獲

に小型個体が多いのは、幼若個体の性質による。す

なわち網に対する好奇心が強い、あるいは網の危険

を避ける学習が足りない、③日本近海ではこれまで

に指摘されている季節と海域による楼み分けの他に、

若い小型の佃体は成熟個体と比較して沿岸に棲み分

けている、等が考えられる

①については、現在日本沿岸の定置網の多くは、

落網と呼ばれる網を用いて行われており （金田， 19

78）、この網は魚を誘導する垣網、漏斗状の登網及

び魚、を捕らえる箱網の3部からなるものと、これに

「運動場」と呼ばれる囲網を持つものがある （図4)

もし、定置網に混獲されるミンクク ジラが箱網音flで

捕獲されているのであれば、狭い漏斗状の登網を通

過できるクジラの大きさは限定されるであろう し

かしながら、混獲時の網の種類や混盤｛団体の網内で

の発見位置については記録がなく、この点は今後の

情報収集における課題である．②については、検証

するだけの材料が現在の所無い． 他の漁網での混獲

及び他の鯨種との比較が必要であろう． しかし①②

ともに、定置網付近に多くのミンククジラが存在し

てこそ選別がなされるわけで、果たしてそれだけの

鯨が沿岸に存在するのか疑問である．この点から考

えると③の可能性は高いと言えよう いずれにせよ

これらの推論を証明するためには、充分な数の信頼

できるデータの集積が今後必要である．

また、日本海側と太平洋側のミンククジラの平均

体長にはわずかに差がみられた （図3).この事は

太平洋沿岸に来遊するミンククジラに未成熟個体が

多い事 （Omuraand Sakiura, 1956 ; Ohsumi, 1983) 

と関連しているかも知れなし、。体長については比較

的入手し易い情報なだけに、より正確な記録が得ら

れるように努力したい。性比については、雌雄の判

定できた個体の中で‘の’性比は雌に偏っていた．この

点についても体長の場合と同様に性による楼み分け

が理由として考えられるが、こちらも例数が少ない

ため、今後のより多くの情報の集積を待つべきであ

ろう
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