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はじめに

新潟県におけるクジラ類をはじめとした海産晴乳

類の漂着・採集・目撃の記録は、本間Cl981, 1990, 

1994, 1995）、本間・北見(1981)、本間・山田(1991)、

本間他(1993）、本間他(1994）、池原他(1990）、箕輪

(1988）、中村(1989,1992）などかなり報告されてい

る．今回は、その後1993年5月から1994年5月の聞に

得られた新潟県内における鯨類の漂着・採集・目撃

の記録をまとめてみた．

材料と方法

1993年5月から1994年5月の聞に、新潟県の沿岸で

漂着・採集・目撃された鯨類について、調査したも

の、情報として入手したもの、及び新聞報道などを

蒐集整理したまた、前報 （本間ら， 1993a,b）に記

録をしなかった1993年l月から4月までの記録も加え

てみた．

結果と考察
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図1 1993年5月から1994年5月の聞に新潟県内で漂

着・採集 ・目撃された鯨類の記録也

0：コイワシクジラ ・：メソプロドンの一種

⑨：種名不明 A：ツチクジラ 。：力マイルカ

白抜き生存個体 黒一死亡個体

数字は表lのNo.

チクジラBerardiusbairdii 2件、メソプロドンの－

1993年5月から1994年5月の聞に記録された鯨類は、 種 M白 oplod，仰 sp.2件、カマイルカ L々genorhynchus

コイワシクジラ Balaenopteraacutorostrata 2件、ツ obl智u幼 ns 3件、種名不明 3件で、計 11件である
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表 l 1993年5月から1994年5月の聞に見られた新潟県内における鯨類の漂着・採集・目撃記録

No. 年月日 種 名 場 所 状況生・死 処置全長（m）体重（kg） 性

1. 1993. 5. 1. カマイルカ 上越市中央四丁目 漂着 死 標本 1. 62 53 雌

2. 7. 16. 種名不明 佐渡海峡 目撃 生 （潮吹き）

3. 8. 12. 種名不明 青海町市振 目撃 死 （漂流中）10～15 

3’ 8. 15. 種名不明 大潟町鵜の浜 漂着 死 埋葬 5. 7 

4. 1994. 1. 11. コイワシクシマう 両津湾（和木定置網） 入網 生 販売 6. 7 2,000 

5. 1. 16. カマイルカ 能生町藤崎 漂着 死 標本 1. 48 40 雌

2. 14. メソ7°ロドンの一種 寺泊町担体海岸 漂着 死 埋葬 3. 55 雌

7. 2. 14. カマイルカ 西山町石地 漂着 死 埋葬 1. 7 

2. 25. ツf7シゃう 西山町大崎 漂着 死 埋葬 7. 8 雌

4. 20. コイワシクシゃう 粟島沖 ん網 （頭蓋骨〉標本

10. 5. 5. メソtロドンの一種 上越市西本町 漂着 死 標本 4. 6 L 000 雌

11. 5. 31. ツfクシゃう 上越市長浜 漂着 死 埋葬 4 

く参考資料＞

* 1993. 1. 14. 種名不明 佐渡鷲崎 （定置網） 入網 生 埋葬 4 

* 1. 27. コイワシクシマう 佐渡姫崎沖 入網 生 埋葬 5. 6 2,500 雌

〉ド 3. 30. コイワシクシゃう 佐渡赤泊 （定置網〉 入網 生 放流 4. 5 2,000 

（表l，図 1).なお、図と表には、 1993年l月か

ら4月までの聞の記録のコイワシクジラ 2件、種名

不明 l件の計 3件も記してある．これらの記録のう

ち、主なものについて述べる．

1993年5月l日、上越市西本町に漂着したカマイル

カは、本間ら(1993）で幸R告された1992～1993年の冬

た種名不明のクジラは、頭部が無いこと、脊椎骨の

赫状呉起が露出していたことなどにより、多分青海

町で目撃されたものと同一佃体であろう．

1994年2月25日、三島郡寺泊町大崎に漂着したツ

チクジラは、損傷が比較的少ない個体であった（図

3) .しかし、体には大型のサメによるとみられる

に新潟県の上・中越で記録された力マイルカ15頭の 直径30～35cmの吹傷が、背や腹部に11ケ所も数えら

漂着と軌をーにしているものと思われる．すなわち、 れた. 5月31日に上越市長浜に漂着したツチクジラ

4月29日には、上越市の沖合でカマイルカの群遊が

確認されている．なお、本個体には尾柄部腹側に鋭

利な刃物で切られた様な傷が3ケ所あったが、ある

いはスクリュ によるものかも知れない. 1993年8

月12日に、西頚1朗日青海町市振で‘目撃された漂流中

の種名不明のクジラは、頭部は無く、脊椎骨の赫状

呉起か剥き出しになっているという異様な状態であ

った（図2).そのためか、当時マスコミに“怪防

（恐竜？）” として取り上げられ話題となった．と

ころが、 8月15日に中頚城郡大潟町鵜の浜に漂着し

24 

は、頭部以外は原形を留めていなかった．体には鋭

利な刃物によるとみられる切断の跡か認められた．

新潟県におけるツチクジラの漂着記録は、 1986年の

北蒲原郡中条町のもの以来となる（本間， 1990). 

石川 (1994）によれば、 1966年以後の日；本制則にお

けるツチクジラの漂着は、 12件であるが、新潟県で

4件であった．これに今回の2件を加えると、新潟県

での記録が全体の42.9%となり、ツチクジラの出現

頻度の高いことがわかり、本間(1995）も同様なこと

を論じている．さらに、時期についても、これまで
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図2 新潟県青海町市振沖で漂流中の種名不明 図3 新潟県寺泊町大崎海岸に漂着したツチクジラ

のクジラ 建部謙輔氏提供

図4 新潟県上越間E本町海岸に漂着したメソ 図5 メソプロドンの一種の体表に見られた白色斑紋

プロドンの一種

の12件のうち冬季の出現は3件にすぎなかったが、

今回は2月と、これまで1こl件もなかった春季 （5月）

に見られたことになる．

1994年2月14日、 三島郡寺泊町にメソプロドンの

一種が漂着した死亡後少し時聞が経過したものと

みなされ、体表の表皮か剥げていたものの、大きな

外傷等は見られなかったさらに、 5月5目、上越市

西本町にもメソプロドンの一種が漂着した （図4). 

死後かなり経たものらしかったが体表等に大きな傷

は見られなかった． しかし、上顎が実伏を呈してい

た 体表には円形の白色斑が見られ、イチョウハク

ジラに見られたというダルマザメの吹傷跡 （笠松 ・

宮下， 1991）に似た節もあった （図5). 

まとめ

1993年5月から1994年5月までの聞に、新潟県下で

記録された鯨類は、種名不明のものを除くと4種10

頭であった．漂着の時期は、冬から春にかけてが多

く、冬季に5件、春季に4件であった．本間 (1995)

と本間ら(1993）が報告しているように、イルカ類

（カマイルカ）は冬季から春先に、クジラ類は春季

から初夏に出現する傾向がみられる．発見時の状況

は、本州1Jlリでは全部死亡個体であったが、佐渡島で

はすべて生存個体であった．さらに、発見場所は本

州側では上・中越に集中しており、前報（本間ら， 1

993）と同じであった幸重別にみると、今回はコイ

ワシクジラが佐渡でのみ記録されており、ツチクジ
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ジラは1986年以来の記録で、しかも2件あったこと、

本間ら (1993）が述べているカマイルカに次いで多

いイシイルカが今回はl件もなかったことなどが注

目される。 一方、本間0995）は、 1994年の夏季に、

佐渡周辺にツチクジラの目撃記録の多いことを報告

しており、今後の観察に期待される。

謝辞

青海町市振の建部謙輔氏には、写真やビデオ映像

等の提供を心良く御了承していただき、深く感謝す

る。さらに、それぞれの情報を提供していただし 1た

多くの方々にもお礼を申し上げる。

引用文献

本間義治. 1981.寄鯨と鯨霊塔．蒲原， （61): 24-40. 

本間義治. 1990：新潟・佐渡沿岸における大型海産

動物の漂着記録再調．新潟大学理学部附属佐渡臨

海実航行特別報告， 5: 1-39. 

本間義治. 1994.新潟～佐渡海域における海産晴乳

類の記録．地図研専報， 43: 155 165. 

本間義治. 1995.佐渡海峡の佐渡航路 （佐渡湖合）

における鯨類目撃記録新潟県生物教育研究会誌，

(30) : 39 43. 

本間義治・北見健彦 1981.新潟・佐渡近海におけ

る海産日甫乳類の分布と往時の記録 日本生物地理

学会会報， 3601): 93 101. 

本間義治・山田格. 1991.新潟・佐渡沿岸における

海産晴乳類の漂着記録再調． 日本海の鯨たち，創

刊号： 6～7.

本間義治・箕輪一博 ・中村幸弘・青柳彰. 1993. 

1992～1993年の厳冬季に新潟県沿岸へ漂着したカ

マイルカなどの記録．日本生物地理学会会報， 48

: 81 86. 

本間義治・ 三浦啓作. 1994a. “佐渡日報”にみられ

る大型動物の漂泳漂着記録縄民．日本海の鯨たち，

4 : 17 19. 

本間義治・三浦酎下.1994b. “新潟新聞”にみられ

る大型動物の漂泳漂着記録．日本海の鯨たち， 4

: 21-24. 

本間義治・箕輪一博・中村幸弘・青柳彰. 1994. 

1992～1993の厳冬季に新潟県沿岸へ漂着したカマ

イルカなどの記録 （要旨）．日本海の鯨たち， 4

: 25-28. 

池原宏二 ・伊藤年成・ 箕輪一博 ・中村幸弘. 1990. 

新潟県下に漂着した海産晴乳類．鯨研通信， 378

: 1 15. 

石川創（編）• 1994. 日本沿岸のストランデ、ィン

グレコード （1901～1993).鯨研叢書， 6:1-94. 

笠松不二男・宮下富夫. 1991.鯨とイルカのフィ

ルドガイド．東京大学出版会，1-148.

箕輪一博. 1998.柏崎海岸で採捕された珍稀生物．

柏崎市立博物館館報， 3: 63-85. 

中村幸弘. 1989. 1989年1月に新潟県沿岸へ漂着し

たイシイルカ 2例．新潟県生物教育研究会誌，

24 : 25 28. 

中村幸弘. 1992.新潟県上越地方における鯨類の漂

着・迷入について（要旨）．日本海の鯨たち， 2

: 24. 

-26-


