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はじめに ると考え、ここに報告する次第である．

なお、本標本は現在土中処理等によって、骨格標

1993年2月15日、山形県の庄内海岸南部の温海町 本にしているところであり、骨学的検討は今後行う

鈴の海岸に、歯鯨がl頭漂着した（図 1) .この個 予定である

体は、山形県立博物館を中心に調査され、メソプロ

ドン属 Mesoplodonのオスの個体であることがわか

った さらに、解剖の結果、イチョウハクジラ M.

ginkgodensに同定された．日本海沿岸地域には、近

年多くのメソプロドン類の漂着が記録されているが、

その多くはオオギハクジラ M. stejnegeriのようで

ある（山田， 1993).これまで日本海側でのイチョ

ウハクジラの漂着は、 1984年に兵庫県の城崎町で記

録されたメスの未成熟個体の l例のみである

今回得られた標本は、イチョウハクジラのオスの

成熟個体で、日本海沿岸地域では2例目の記録とい

うことになる 同種は、園内の他地域でも漂着例が

少ないため、この種についての知見の蓄積がまだ少

ないと思われる．そうした意味から、今回の標本は、

イチョウハクジラの諸形態を検討する上で貴重であ

漂着状況と対応経過

本標本は、 2月15日の早朝に山形県温海町の鈴漁

港の北側約200mの海岸で、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).長津は

翌日日に現地調査を行い、状況を確認した．鯨は波

打ち際付近にあり、 l塗茎を露出して頭部を北に腹面

を西に向けて、ほぼ海岸線に平行に打ち上げられて

いた外部の大きな損傷はあまりなく、保存は概ね

良好であったが、上顎が骨折し口吻から少量の出血

がみられ、また左前肢を骨折していた．

本標本は、明状に突き出た吻部形態や、下顎の中
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位に萌出した平板状の l対の歯から、メソプロドン

属 Mesoplodon と判断された．さらに、オスの個体

にもかかわらず歯の発達が悪く、歯肉からわずかに

露出する程度であったことから、イチョウハクジラ

M ginkgodensの可能性が高いと思われた

本標本の漂着について、長津は山田に連絡し今後

の対応を検討した 山田を通じて新潟市水族館マ リ

ンピア日本海に相談したところ、協力が得られるこ

とが確認され、そこで本標本の解剖を実施する手筈

がとられた．

2月20日、チャーター したク レーン車で本標本を

現場から引き上げ、新潟市のマ リンピア日本海へ搬

入した．そして2月21日、 朝から計測と解剖を実施

し、向日中に終了 した．後日、 右前肢の レントゲン

撮影を山田を通じて新潟大学歯学部で行った．また、

骨格を山形市の山形県立博物館へ搬入した

標本の外部形態

本標本の外部計調lj値を表1に示す．計測について
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は、基本的に（財）日本鯨類研究所のストランデイ

ング・レコード用紙の方法に従っている．

本標本の体形は、側面からみて紡錘形であるが、

特に背側部は左右に偏平で痩せた印象を与える．側

面からみた最大高と背側からみた最大幅は、上顎吻

端から1450mm後方の位置で、最大高が850mm、最大

幅が500mmを示す．体色は乾燥状態で暗灰色だが、

濡れると背腹側とも黒色を呈する．体表には、径が

50～60mm程度のほぼ円形の白斑と、径数mm程度の小

白斑がまばらに点在する．また体表に、浅い不規則

な直線状の傷が無数みられる．

頭部形態を記す 吻部は明状に突き出ているが、

体長に比して 3%程度であり、その突出は大きくな

い．鼻孔は、上顎から前頭部にかけて高まってから

やや下降したところで、後方に凸の弓状に一つ開孔

する．鼻孔の幅は122mmである．限裂の長径は30mm、

短径は2lmmで、ある．そのやや斜め下方に、外耳孔が

径2mm程度て‘小さく開孔する．下顎は、上顎より40

表l 標本の外部計測値

上顎先端尾鰭分岐部

上顎先端一上顎吻基部

上顎先端口角後端

上顎先端鼻孔中央部

上顎先端眼球中央

上顎先端一外耳孔

上顎先端一胸鰭基部

上顎先端一背鰭先端

上顎先端隣溝中央

上顎先端生殖溝中央

上顎先端－~工門中央
背鰭最大幅

背鰭高

胸鰭前長

胸鰭後長

胸鰭最大幅

尾鰭幅

尾鰭分岐部一尾柄部

胴 周（日工門位置〉

胴周（瞬位置〉

歯の最大高

歯の最大長

479 

14 

18 
38 

40 
50 

86 

326 
212 

294 
334 

33 

19 
50 

32 
17 
100 
39 
148 

210 
o. 6 
2. 9 

（単位： cm) 

-37 

mm前方へ突き出す．上顎中位の側面からみた高さは

48mm、背側からみた幅は54mm、同じく下顎中位の高

さは75mm、幅は77mmて‘ある．口角の切れ込みは大き

くなく、上顎吻端から後方250mmまでである．日困喉

部には、ハの字状の細溝が発達する．細溝は、下顎

吻端から187mmの位置から始まり、 226mmの長さで後

方へ走る

下顎には l対の歯が萌出する．左の歯の中心は、

下顎吻端から下顎にそって203mmの位置にあり、頬

舌方向に偏平で近遠心方向に29問、高さ6mmで‘歯肉

から務出している．下顎の歯の萌出部付近の口角縁

では、左右とも上顎を押しつけるような目立った高

まりは認められない．

各鰭の形態を記す．尾鰭の発達がよく、左右に体

長の20%程度大きく広がり、両端はとがっている．

尾鰭の背腹側には、前方からのびてきた稜があり、

鰭中位付近で消滅する．尾鰭の後縁には分岐の切れ

込みなく、逆にゆるやかにふくらむ．胸鰭は大き く

なく、体長の10%程度である その前縁は直線的で、

後縁がまるみを帯び、先端がややとがっている．背

鰭は、前方から体長の3分の 2程度の、ほぼ日工門部

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 4%程度で、あまり発達し

ない

腹面形態を記す生殖溝の長さは176mmで、その

ほぼ中央から陰茎が露出する．陰茎の基部の径は29

mm、長さがl37mmである 生殖溝の前方には長さ230

mmの隣溝がある．生殖溝の後方には長さ90mmのH工門

がある．乳潜は月工門のすぐ前方にややハの字状で一

対あり、長さが32mmである．

解剖所見

器官の配置と形態本標本の解剖は、右横臥位に

て左側面の筋肉を切除し、諸器官の位置が把握でき

る状態て‘行った（図 3、4、5).脂皮の厚さは40

～50mmあり、筋肉は暗し、黒赤色を呈する．体腔内は

体長の 3分の l、体高の 2分の l程度で、そこに諸

器官が配置されている．胸腔では、背側に静脈網が



表2 標本の重量と量比

区 分 重量 量 比

脂皮 252. 3kg 31. 3児
筋肉 363. 3kg 45. 0児
内 臓 45. 25kg 5. 6児
骨 格 147. 7kg 18. l児

計 806.55kg 100見

表3 主な器官の重量

心 臓

肺

肝 臓

胃（内容物2kgを含む）

腸

腎 臓

3. 95kg 
10. 70kg 
7. 50kg 
5. 50kg 
12. 55kg 
5. 05kg 

計 45.25kg 

ある．肺は左右一対で分葉はみられない肺の腹方

に心臓がある．鹿股では横隔膜にそって肝臓が、そ

の後方に胃 ・腸が配置される．腸は円錐形状に収ま

っている 腎臓は背側から築膜によって包まれ、長

楕円形を呈する 築膜内部の腎臓は、典型的な分葉

腎を呈する．

胃の解剖は、内部にホルマリンを注入し、固定し

てから後日実施した．胃は無腺昔日の主胃を欠き、腺

胃と幽門胃からなる．線胃のヒダ状の粘膜が全域に

わたり、酸化された胆汁色素（ビリベルジン）と思

われる緑色が全面に付着する（図 6).幽門胃には

小さなヒダがあり、隔壁によって8つに分かれ、各

部屋は後方ほど広くなる（図 7). 

主な器官の大きさは、肺が長径530mm、短径170mm、

肺付近の気管の径がSOmm、心臓の長径が300mm、短

径250mm、腎臓の長径が580mm、短径llOmm、腸の長

さが27.6mであった

生殖器と寛骨 ：陰茎基部の径は40mmで、先端まで

の長さが460mmてある．陰茎基部には左右に座骨海

綿体筋があり、大きさが長径120mm、短径55mmであ

る その内部に寛骨が埋もれている．寛骨は平板状

で小さく、長径が63mm、短径llmmである

胃と腸の内容物：胃の内部には、食餌に関するも

のはなかった． しかし内部は、ハングル文字の書か

れた牛乳ノfックやゴム ・ビニール製品で満ーたされて

おり、その総量は約2kgに達した．また腸をすべて

切開したが、食物の残存物はなかった．

歯の形態：頭部解剖によって、破損した下顎骨か

ら一対の歯が得られた（図 8、9).歯は歯槽に4

分の 3程度埋もれて植立する 歯は平板状で大きく、

外形は概ね銀杏の葉状を呈する．

頬側からみて、歯冠頂部から近心縁・遠心縁とも

下方へ広がるが、歯冠の中位から遠心縁が近心側へ

屈曲し、歯根にかけて両縁は平行に近くなる．歯根

部は鋸状を呈する．歯根昔日付近には、頬舌側面とも

荒い溝と細い溝が近心縁にほぼ平行に発達している

荒い溝は、歯根から歯冠の 3分の l程度上方にかけ

てまでだが、細い溝は歯冠の中位までのび、歯冠頂

部周辺では不明瞭となる．

歯冠頂部は、 左右とも磨耗あるいは破損しており、

セメン卜質の断面と内部が露出している．露出した

セメント質の厚さはlmm程度である 歯冠頂部の磨

耗している部分の長さは、右が17mm、左が19mmであ

る

歯は右がやや大きい．右は歯冠高83mm、歯冠長93

mm、厚さ16mmで、左は歯冠高83mm、歯冠長90mm、厚

さ16mmである．

重量 ：：本標本の重量については、各部位を小分け

にして計量し、その総和によって求めた．表2には

大きく区分した各部位の重量と、各部位の総量に対

する比を示し、表3には主な器官の重量を示した

本標本の体重は失われた体液を除いて、約807kgで

あった

標本の検討

種の同定－本標本の外部形態は、 西脇 (1965）の

メソプロドン属 Mesoplodoη の特徴を備えており、

同属と判断される 本標本は、その体長とともに手

根骨の骨化の状態からみても、十分成熟に達してい

る（図 10) .オスの成熟個体て旬、下顎の歯の萌出
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図3 左側面の外部形態

図4 左側面の筋肉を切除した内部形態

図5 諸器官の配置
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図6 腺胃内部のヒダ状の粘膜

図8 歯の側面形態

左は左の歯の頬側面、右は右の歯の舌側面、

図の左方がし、ずれも近心側、右方が遠心側

がよくないことは、西脇 (1965）のイチョウハクジ

ラM ginkgo densの特徴と一致する さらに、歯の

形態を Nishiwakiet al. (1972）で示された同穫の

オスの成熟個体の大磯標本・鎌倉標本・伊東標本の

3標本と比較するとこれらに類似しており、これら

を考え合わせると、本標本はイチョウハクジラに同

定される．

変異について：本標本の右の指骨式は、 ( I : 1, 

II 6,III:5,IV:5,V 4）である（図 10) 

それに対し、西脇 (1965）では（ I:l,II 6, 

皿： 5,IV:5,V:3）、 Nishiwakiet al. ( 

図7 隔壁で8室に分かれる幽門胃内部

図9 歯の背面形態

図の左方が頬側、右方が舌側、上方が遠心側、

下方が近｛，、側

1972）の伊東標本では、 (I :1, II:7, III:6, 

IV:5, V:4）でそれぞれ異なり、変異が認めら

れる

歯の形態を比較すると、 Nishiwakiet al. (1972) 

の3標本の図版をみる限り、大磯標本と鎌倉標本で

は、頬舌面の近心縁に平行な荒い溝が歯冠頂部付近

まで発達しているようであり、本標本のように歯根

部周辺にだけ発達するものと差異があると思われる．

とくに歯の大きさについは、変異が大きいようで

ある． Nishiwaki et al. (1972）の 3標本と本標本

について、欠損のないと思われる歯冠長について比

円
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較すると、最大が大磯標本（右左 99rnrn）で最小が

鎌倉標本（右： 56rnrn）である 鎌倉標本は大磯標本

の57%しかなく、かなり小さい．なお本標本（右 ：

93rnrn）は、このなかでは大磯標本に次いで大きい

今後歯については、形態や大きさについての変異に

ついて、性差 ・年齢差・地理差などを検討する必要

があると思われる．

西脇 (1965）では、イチョウハクジラの外部形態

の特徴のーっとして、歯の萌出部周辺の下顎口角縁

の高まりを述べている 事実、笠松・宮下 (199l) 

が示した北海道室蘭と沖縄のイチョウハクジラの漂

着個体をみると、その特徴が表れている しかし、

本標本は先に記載したように、その特徴は顕著では

ない また、口角の切れ込みは、それら漂着個体よ

り短いようである

死因について．解剖では、直接的な所見は得られ

なかった． しかし、胃から多くのビニール製品が出

てきたことは、山田ほか (1993）が報告したメソプ

ロドン属の胃から得られた多数のイカ類のレンスに

関連づけて考えると興味深い．すなわち、本標本は

図10 本標本の指骨（右）

ビニール製品をイカ類と誤認して、むしろ積極的に

これらを摂餌していた可能性がある 本標本の体形

が、かなり痩せていた印象が強かったことを考え合

わせると、そうしたことが間接的に原因していた可

能性があると思われる．

本標本の意義 日本海沿岸地域におけるイチョウ

ノ＼クジラの漂着は、 1984年に兵庫県城崎町のメスの

未成熟個体とされる l例のみである．ただしこの標

本については、 Miyazakiet al. Cl 986）や山田 09

93）などの漂着リストに掲載されているのみで、詳

しい報告がなされておらず不明な点が多い

そうしたなかで、本標本は日本海沿岸地域のイチ

ョウハクジラとしては、初めて種々の検討が行われ

た標本といえる．同種は圏内他地域でも漂着例が少

なく、また骨格標本を保管している博物館・水族館

も少ないことから、本標本は今後この種の形態や変

異を検討する上で、貴重な模本になると考えられる

また、山形県温海町に漂着したことは、まだよく

わかっていないイチョウハクジラの回遊ノぞターンや

生物地理を検討する上での、 1つの資料を提供する

ものと考えられる．

まとめ

1）本標本は、 1993年2月15日に山形県温海町鈴の

海岸に漂着した、メソプロドン属 Mesoplodonのオ

スの成梨財団体である．

2）種を検討した結果、 主に歯の萌出状況と歯の形

態から、イチョウハクジラ M . ginkgodensに同定

された

3）本標本の体長は4.79町、体重は失われた体液を

除いて807kgである。

4）指骨式や歯の形態などは、他のイチョウハクジ

ラのオスの成熟倒休の比較でも差異が認められるこ

とから、今後種内変異についても検討していく必要

がある．

5）死因についての解剖所見は得られなかったが、

胃の内部がビ、ニール製品て‘満たされていたことから、

これが間按的に関った可能性か考えられる．
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6）本標本は、日本海沿岸地域のイチョウハクジラ

の漂着例とすれば2例目であり、国内的にも数少な

い同種の標本として重要である

7）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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ができた とくに総務課の稲毛実氏には、本標本の

輸送や解剖作業等で大変こ苦労をおかけした

以上の関係各位に対し、ここに記して厚くお礼申

し上げる．
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