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はじめに

1993年3月7日、山形県の庄内海岸北部の遊佐町湯

ノ回の海岸に、 ヒゲ鯨が l頭漂着した（図 1) こ

れは山形県において、 2月に温海町に漂着したイチ

ョウハクジラ Mesoplodonginkgode加に次いで、こ

の年の 2頭目の漂着であった．この標本は山形県立

博物館を中心に調査され、 ミンククジラ

Balaeno戸teraacutorostrataのメスの個体に同定さ

140" 142" 

40" 

38" 

I 

，、ー’、・

れた

日本海沿岸地域の漂着鯨のうち、ヒゲ鯨類ではミ

ンククジラの記録が最も多い（山田， 1993）目しか

し、それらの詳しい報告はあまり されていないよう

である． 今回は、標本の外部計測と解剖を行い、諸

形態の観察を行った目本標本は、日本海のミンクク

ジラを検討する上での lつの資料として意義がある

と考え、報告する次第である．
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なお、本標本は現在土中処理等によって、骨格標

本にしているところであり、骨学的検討は今後行う

予定であるー

漂着状況と対応経過

本標本は、 3月15日に山形県遊佐町の湯ノ田温泉

の約300m北の海岸で、頭部を南に腹面を下に向けて

遺体として漂着しているのを、地元の人によって発

見された（図 2).その後標本は遊佐町役場によっ

て、現場からクレーン車で南方約3k mの遊佐町西

浜の砂浜に移動された（図 3).当初町役場では、

遺体を砂浜中に埋葬処分する意向だったが、本館が

標本を解剖し骨格標本を採取したい旨を伝え相談し

た結果、町の承諾と協力を得ることができた

3月14日、長津と本館職員が現地へ行き、保存状

況の確認と外部計測を行った．本標本は、表皮の剥

離が目立ったが、外傷や欠損はみられず、外見的な

保存は良好だった．本標本はメスのヒゲ鯨類て旬、体

長4.2m程度と小型であることから、 ミンククジラの

未成熟個体の可能性が強L、と考えられた

3月15日、本標本の解剖のため、町役場がチャー

ターしたノ〈ックホーで、標本を西浜から約 1km北の

吹浦港へ移動させた新潟から進藤が合流して解剖

を行った．同日中に解剖を終え、骨格を山形市の山

形県立博物館へ搬入した．そして後日、山形大学医

学部において、前肢と尾部のレントゲン撮影を行っ

た．

標本の外部形態

本標本の外部計測値を表lに示す．計測について

は、基本的に（財）日本鯨類研究所のストランテ’ィ

ング・レコード‘用紙の方法に従っている．

本標本の体形は左右 ・背腹側ともふくらむ紡錘形

である 側面からみた最大高と背側からみた最大幅

は、胸鰭のやや後方で示し、それぞれ最大高930mm、

最大幅600mmてある．体色は左右外側 ・背側が黒色

図2 漂着現場の："Jj?〆う

図3 遊佐町西浜へ移動されたミ＂／））シマ
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で光沢があり、腹側は白～黄褐色を呈する

頭部形態を記す 背側からみて、吻昔日は三角形状

で前にのび、吻端がよくとがっている．鼻孔はハの

字状に l対あり、それぞれ長さが120mmで、その中

央にj誌が前後方向に走る 限裂の長径は60mm、短径

は15mmである目そのやや斜め下方に、外耳孔が径 l

mm程度て‘小さく開孔する 上顎には顎の縁にそって

左右にヒゲ板があり、吻端のやや後方から530mm後

方にかけて無数植立している．ヒゲ板の色は、薄い

黄色を呈する．下顎は上顎よりやや前方へのびる．

H困l喉部には畝が発達するーその数は50本程度て＼瞬

構の手前で消滅している．

各鰭の形態を記す尼崎の発達がよく、左右に体

長の22%程度と大きく広がり、両端はとがっている

その後縁の分岐部は小さく切れ込む．尾鰭の背腹側

には、前方からのびてきた稜があり、背仰IJでは鰭中

位付近で消滅するが、腹-OllJでは分岐部の直前までの

びる．胸鰭は、体長の13%程度と大きくない その

前縁は直線的で後縁がやや湾出し、先端がとがって

表l 標本の外部計測値

上顎先端尾鰭分岐部
上顎先端 口角後端

上顎先端ー鼻孔中央部

上顎先端一眼球中央

上顎先端一外耳孔

上顎先端胸鰭基音ll
上顎先端畝後端

上顎先端一背鰭先端

上顎先端一瞬溝中央

上顎先端生殖溝中央

上顎先端旺門中央

背鰭最大幅

背鰭高

胸鰭前長

胸鰭後長

胸鰭最大幅

居鰭幅

尾鰭分岐部尾柄部

胴 周 （日工門位置）

胴周（瞬位置〉

ヒゲ板の最大高

ヒゲ板の最大幅

416 
62 
55 
73 
97 
120 
182 
300 
216 
284 
300 
23 
13 
53 
37 
17 
94 
31 
142 
224 
11 

4. 5 

（単位： cm) 

いる 胸鰭の背面には、ミンククジラ特有とされる

白色帯は認められない背簡は、前方から体長の4

分の 3程度後方の、生殖構の背側にある． 三角形状

で後方に湾曲｜し先端がとがる． その高さは体長の 3

%程度で、発達はよくない．

腹面では、！路構の長さはlOOmm、生殖溝の長さが

60mm、乳潜の長さが50mm、旺門の長さが60mmである．

解剖所見

本標本の解剖は、 左横臥位で右側面の筋肉の切除

から行った （図4) 脂皮の厚さは30～40mmあり、

筋肉はやや赤l味を待びていた．内部諸器官について

は、予想以上に腐敗が進行しており原形をとどめて

おらず、十分な観察が行えなつかった そのなかで

も、胃の内容物が得られたことは特筆できる 腐敗

した胃から、体長21～26c mの魚類が27尾、 総量

2. 5kg得られた魚類はほとんど未消化状態で、原

形をとどめていた（図 5).生殖器では、 子宮卵巣

が紐状の形態で認められた（図 6). 

骨格は腐敗の進行のため、筋肉から容易に分離す

る状態であった （図7).各椎骨では、 椎体と骨端

が癒合しておらず、簡単に分離するような、未成熟

個体の特徴を示していた．

本標本の重量は、各部位を小分けにして計量し、

その総和によって求めた．また大きく区分した各部

位の重量をまとめるとともに、体重に対する重量比

も求めた．これを表2に示す．本標本の体重は失わ

れた体液を除いて、約774kgで‘あった．

表2 標本の重量と量比

区分 重 量 量比

脂皮 213. Okg 27. 5地
筋肉 388. 5kg 50. 2出
内臓 70. Okg 9. 0出
骨 格 102. 7kg 13. 3出

計 774.2kg 100見

本内臓の重量は胃の内容物を含む
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図4 遊佐町吹浦港で解剖を行う 図5 未消化状態のコノシロ

図6 子宮卵巣の形態 図7 頚椎と胸椎の形態
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標本の検討

種の同定本標本は、外部形態において、吻端が

よくとがる形態、体色、畝の発達の程度、ヒゲ板の

色など、ミンククジラ B. acutorostrataの形態を備

えている．さらに、解剖で得られた頭蓋をみると、

長津 (1993）で比較したような ミンククジラの特徴

がみられることから、同種に同定される．ただし、

この種に特有といわれる胸鰭の白帯が、本標本には

みられない点については、死後変色のために不明瞭

になったのかも知れない（石川創氏談〉が、変異の

問題も考えながら今後検討したいと考える

指骨式等：指骨式は左右とも（ I 4, II 8, 

III:7,JV:4）であった （図 8) 手根骨は小さ

く、骨化が進んでいない特徴が明瞭であり、またそ

の数が左で4、右で3と異なる これは、解剖時に

椎骨の骨端が容易に分離する特徴とともに、未成熟

の特徴をよく示すものである．尾鰭音ll分の尾椎の状

態を図9に示す．

胃の内容物：本標本の胃から得られた魚類を検討

したところ、すべてコノシロ Konosirus punctatus 

であった．これは、ミンククジラの摂餌を考える上

で興味深い この種は沿岸内湾性で主に本州中部以

南に分布し、北限が日本海では佐渡、太平洋では松

島湾とされている（阿部， 1989).これらがほとん

ど未消化状態だったことから、摂餌後間もなく死亡

したものと推定される．ただし、死因については内

部の保存が悪く、直接な所見は得られなかった

各部位の重量比 ：表2に示した本機本の各部位の

重量比を、山形県温海町で得られたイチョウハクジ

ラ（長津ほか， 1994）と比較すると差異がある こ

の違いは、歯鯨類とヒゲ鯨類いという亜日レベルの

差異なのか、本標本が未成熟個体であるための年齢

差によるものなのかなど、今後検討したいと考える．

標本の意義 山形県に関する鯨類の記録は、長津

(1993）にまとめたが、他地域に比べてひじように

少ないようである．これは、海岸線が短いことも影

響していると思われるが、他の要因についても検討

を要すると思われる．本標本は、こうしたなかでの

山形県に漂着した数少ない個体であり、 重要と考え

られる．

ミンクク ジラについては、山田 (1993）に示され

たように、日本海沿岸地域でのヒゲ鯨の漂着例では

最も多く、日本海での一般的な種であることが推測

される ただし、漂着鯨等についての胃の内容物に

ついての報告は、これまであまりないようである．

今回の個体が、コノシロを摂餌していたことが確認

されたことは意義があると考えられ、山形県遊佐町

に漂着したことと合わせて、日本海におけるミンク

クジラの食性や回遊パターンを考察する上での lつ

資料を提供するものと考えられる
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図8 本標本の指骨（右）
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図9 本標本の尾鰭部の尾椎

まとめ

1 ）本標本は、 1993年3月7日に山形県遊佐町湯ノ回

の海岸に漂着した、ミンククジラ Balaenφtera 

acutorostrataのメスの未成熟個体である．

2）本標本の体長は4.16m、体重は失われた体液を

除いて774kgであった．

3）内部は腐敗が進行していたため、諸器官の観察

は行えなかった ただし、胃から未消化のコノシロ

が27尾 （約2.5kg）が得られたことは、ミンククジ

ラの食性を考える上での一つの資料になると考えら

れる

4）本標本の各部位の重量比を、歯鯨類のイチョウ

ハクジラと比較すると差異があり、この点について

今後検討したい

5）今後、骨格標本の製作を進め、骨学的検討を進

めていく予定である．
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