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Abstract : Stomach contents of a stranded Stejneger's beaked whaleCMesoplodon stejmgeri ) 

Numerous squid lenses and squid beaks ( 22 upper beaks and 37 lower 

beaks ) were found from the stomach. Six species of squid were confirmed by the lower 

beak morphology. Species found were Benツ伽thismagister (23), Gonatοpsis borealis (2), 

Gonatus cf. G.midden必てが'i(2),Gonatus cf.ιonyx(3), Galiteuthis sp. (5) and CRANCHIIDAE 

spp. (2). These are basically mesobathypelagic to bathypelagic species. Estimated dorsal 

mantle length and body l巴ngthwere calculated from the rostral length of lower beaks and 

ranged 52 to 253 mm and 29 to 543 g respectively. As far as th巴present exampl巴is

concerned the whale fed on squids found at the depth of 200 m or deeper. 

はじめに

Mesoplodon属をふくむアカボウクジラ科のクジ

ラの食性は主としてイカであるとする文献が多いが、

その根拠は商業捕鯨の対象となっていたツチクジラ

( Berardius bairdi ）、 キタト ック リクジラ （

H;少eroodonam仰 llatus ）の胃内容物に関する知見

からの鮒佐によるところが大きい CM回 d,1989) . 

M白 oplo必n属の食性についての知見は数少なし、

漂着例のデータに限られ、 胃内容物や食性に関する

具体的なデータは非常に乏しい.Mead(l989）の総括

によれば、何らかの胃内容物カ嘩R告されているのは

Mcarlhubbsi ( 5例）、M.densirostris ( 4例〉、

Meuropaeus ( 3例〉、Mhectori ( 1 例）、 M

mirus ( 2例）、M.stejmgeri ( 2例）の計17例に

すきない．胃内容物として確認されているのは、イ

カの顎板と魚の耳石が主体で、同定された種の構成

からするとMesoplodonは中層性のイカや魚類を好

むようだと述べられている． しかし、これらはこの

属の食性を語るには不十分で、 今後とも胃内容物あ

るいは摂餌行動について検討を進めなければならな

い．近年、日本海沿岸の各地からオウギハクジラ

( Mesoplo必ns匂inegeη）の漂着カ淳Rぜられ、日本

海にオウギハクジラがかなりの密度で生息している

ことカ涼唆されるようになった （山田ほか、 1993). 

しかしながら、これまでこの種の食性を解明できる

ような惜三報はほとんど’なかった漂着個体を解体調

査しても空胃であることが多く、ビニール袋 ・プラ

スチック製品・縄などが見いだされたりしたことは

可
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あっても、食物残浮らしし 1ものはほとんど発見され

ていない. 1991年3月7日、新潟県中条町笹口浜に漂

着したオウギハクジラの雌の胃からは、日本海のオ

ウギハクジラとしては初の食物残淳として、イカの

レンズが発見されたが、現在のところイカのレンズ

では種の同定や体長の査定などはできない．この個

体は、種は不明ながらイカを食べたことがあること

が示された. 1993年3月2日、新潟県西頚城郡能生町

浜徳合の海岸に死んで漂着していたオウギハクジラ

を調査したところ胃からイカのレンズのほか、イカ

の顎板（カラスとトンビ）が発見された．これによ

って日劇毎のオウギハクジラにつして初めて胃内容

物の種の査定がおこなわれ、樹市食個体の背外套長

と体重の推定値が算出されたので報告する．

所見

新潟県西頚城官能生町浜徳合に漂着したこの個体

は体長467c mの雌で、死亡後数日程度を経たもの

と考えられる. 1993年3月2日に漂着の連絡があり、

翌3日著者らによって現地で解体調査がおこなわれ

た．頭部などに野鳥につつかれた痕はあるものの、

腐敗はあまり進んでおらず漂着佃体としては状態は

悪くなかった．諸般の事情により、頭部と生殖腺の

みを採集し、消化管は現場で切開して観察した．採

集1カ月後に作成した頭骨標本などの所見から本個

体はオウギハクジラ （Mesoplodon stejnegeri ）の

雌成体と同定された．従来の漂着デー夕、伝聞デー

タによれば、この時期の雌のオウギハクジラは妊娠

している可能性もあるが、本個体には妊娠の事実は

なかった. 1988年10月10日に佐渡両津に漂着した個

体は矧辰してし、たとされるが、本個体で観察された

mesorostralの化骨程度は両津標本のものよりも弱

い．現地で消化管を開放して調査したところ、 胃に

はイカの顎板とレンズか認められた（写真 1).こ

れらも標本として採集し、国立科学博物館で下顎の

顎板の特徴に基づいて種の同定をおこない、下顎顎

板の噴刃長を測定して体長と体重の推定をおこなっ

fこ．

胃内容物の査定結果

写真1 切開した胃の内面に散在する胃内容物．
イカの眼レンズ、顎板が見える．

Pohto 1 The stomach contents visible on the 
inner surface of stomach cut open. Note the 
squid lenses and squid beaks. 

この個体の胃内容物は頭足類のものと思われる多

数の眼レンズと上顎顎板22イ園、下顎顎板37個であっ

た． 顎板に付着する肉質部は全くみられず、レンズ、

顎板ともにかなり損傷しており、長期間胃内に滞留

していたことがうかがわれる．レンズによる種の同

定は困難であり、上顎顎板による同定も信頼性が低

いので、下顎の顎板の形態、により種の査定を行った

ところ、少なくとも6種の頭足類が本個体に補食さ

れたことが明らかになり、捕食されていた個体の大

きさも推定することができた （表 1). 

査定された頭足類の中では、テカギイカ科のドスイ

カが23個体と大多数を占め （写真2）、その他同科

のタコイカ 2個体、カムチャッカテカギイカと考え

られるもの2個体、テカギイカと考えられるものが

3個体かE信忍された．テカギイカ科以外では、サメ

ハダホウズキイカ科のスカシイカ属の1種が5個体

と、サメハダホウズキイカ科のものと考えられる種

不明の2個体が認められた．

下顎顎板の鴫刃長を測定し、噴刃長と外套背長・

体重の関係式が得られているドスイ力、タコイカ

（窪寺、1986）、テカギイカ （Wolff, 1984）につい

て外套背長と体重を推定した．補食されていたドス

イカは外套背長122から253mm，体重84から543g 

の範囲で、比較的大型の個体が含まれていたタコ

イカは外套背長104、119問、体重103、129gの2個体

で、テカギイカは52から78mm,29から8lgの範囲で

あった．
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漂着したオウギハクジラ（ Mesap／，由加zstejnegeri ）の胃内容物について

写真2 ドスイカ （Be的伽thismagister ）の下
顎の顎板（スケールはlOmmを100事前．

Photo 2 A lower beak of Berryteuthis magister 
(s叩 le: 10/lOOmm) 

考察

オウギハクジラ（Mesoplodon stejnegeri ）の胃

内容物に関しては、 2例でイカの顎板カ漉跡的に発

見されたこと（Mead,1989）、l例でイカのレンズ

が発見されたこと （山田他、 1993）カ津民告されてい

るにすぎない. Mesoplodon属のその他の種につい

ては、南アフリカで漂着したM.mirusでヤリイカ

属（Loligo reynaudi ）の顎板が、 M.densirostris 

でアカタチ属 ( Cepola ？）、ヨロイギンメ属

( Scopelogadus ）およびトンガリノ＼夕、、カ属 （ 

Lampanyc加s）の耳石（Ross, 1984）が、カリフ

ォルニアで、調査された M.carlhubbsi ( 5例）で、

テカギイカ属 (Gm叫加s sp. ）、ホンツメイカ

( Onychoteuthis borealijaponocus ）、ヤツデイカ

属（ Octopoteu幼b deletron）、クラゲイカ属 （ 

Histioteuthis ）、そしてムチイカ属 （Mast：留oteu幼is

pyrodes) などのイカの顎板や、ヒガシホウライ

エソ ( Chauliodus macouni ）、ミカドハダカ

( Lampanyctis regalis ）、カブ卜ウオ （Poromitra

crassiceps ）、クロメダイ （Icicthys lockingおni)、

ホンカブトウオ属 （Melanphaes acant.加mus）そ

してカブトウオ科 （melamphiid）などの深海性の魚

類の耳石が、 M. hectori ではヤツデイカ属 （ 

Octopoたuthisdeletron ）の顎板や、同定されていな

い無脊椎動物の小片が発見されており、このほか

M.de俗的stris ( 3例）、M europaeus ( 3例）、
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M. mirus ( 1例）でもイカの顎板約夏跡程度発見

されている （表2).これらの限られたデータから

はMesoplodon属のクジラが中層遊泳性の魚頚やイ

カをエサとしている可能性がある（Mead,1989). 

Mead0989）は、発見された耳石がイカに捕食された

魚頚のもので＼ 二次的に Mesφlodonに捕食された

可能性を指摘している． 一般的にイカはかなり小さ

な魚でなければ丸呑みにすることはまれなので、こ

のことはあまり考慮の必要がないように思われる．

Nishimura and NishiwakiC1963）は、マス流し網に

かかったオウギハクジラに関する報告のなかで、そ

の個体がマスを追って流し網に掛かった可能性があ

ると述べている．また、別の個体がマス流し網をう

かがっているところを目撃された例があるとしてオ

ウギハクジラがマスを主食としている可能性を指摘

している．また、 Shefferand Slipp(l948）は、ア

メリカ西北部、シアトル（Seattle）近くのNeah湾で、

単独あるいは小グルーフ。のオウギハクジラがハ｜を遡

上するサケの群を追っていたことを報告している．

本論で紹介した雌のオウギハクジラの胃内容物とし

て確認されたのは、もっぱらイカであり、魚瀕の存

在を示すものはなかった．これらのイカの下顎顎板

の噴刃長から推定される外套背長と体重は、それぞ

れ52から253mm、29から543gで‘あった．また、今回

確認されたテカギイカ類は、ドスイカが中深層近海

底性種、カムチャッカテカギイカとテカギイカは中

層遊泳性種、タコイカは中表層遊泳性種と考えられ

ている（Okutaniet al., 1988）.また、サメハダ

ホウズキイカ科のイカ類も中深層性種と考えられる

(Voss, 1980）.従って、このオウギハクジラは少な

くとも200m以深のかなり深い海底付近まで潜水し、

摂餌したものと推察される．ただし、胃内容物中に

補食直後のイカ類がみられなかったこと、また顎板

やレンズがかなり長期間残留していたと推定される

ことなどから、この個体の策餌活動があまり活発で

なかった可能性もある．漂着原因と摂餌状態の相闘

を含め今後の解明か湖待される．

本論で記載したオウギハクジラが発見された3月

の日本海は亜寒帯性の海洋環境と考えられる．従っ

て、この時期に冷水性種のテカギイカ科イカ類が胃
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表11993年3月2日、能生町、浜徳合に漂着した体長467cmの雌の初午、ハ？〆？叫.fesoplodoηstejnegeri）の胃内容物．

Table 1 Stomach contents of a stranded female Stejneger’s beaked whale <Mesoplodon stejnegeri). 

柿 ずI l吻 長（mm) 1r外室長（mm)* イ本 Ifi:(g)* 参考丈献

ドスイカ 5.5 226.52 408.49 保寺（1986)

Benyleuthis magister 5.7 235.22 450.65 

5.8 239.57 472.73 

5.2 213.48 350.10 

5.5 226.52 408.49 

5.6 230.87 429.24 

5.6 230.87 429.24 

6.1 252.61 543.06 

5.7 235.22 450.65 

5.9 243.91 495.49 

5.2 213.48 350.10 

4.3 174.35 207.60 

5.2 213.48 350.10 

5.1 209.13 331.90 

4.6 187.39 249.90 

4.6 187.39 249.90 

4.2 170.00 194.59 

4.3 174.35 207.60 

4.0 161.30 170.16 

4.5 183.04 235.25 

3.8 152.61 147.77 

3.8 152.61 147.77 

3.1 122.17 84.42 

11~1体数＝23

タコイカ 3.8 118.71 129.53 住吉：(1986)

Gonatopsis boreali.~ 3.4 104.43 103.27 

111;1体数＝2

カムチャ ッカテカギ、イカワ 7.7 if！：定式なし 1ff Ji:；式なし Ku bod era( 1981) 

Gonatus middendorffi守 5.2 推定式なし 推定式なし

側体数＝2

テカギイカ？ 2.3 51.82 29.42 Wolff(1984) 

Gonatus onyx・1 3.7 78.44 80.98 

3.2 68.93 59.44 

1llrjイ小数＝3

スカシイカの l何 3.5 推定式なし iffi A:::式なし

Ga/iteuthis sp. 3.6 推定式なし 推定式なし

4.0 推定式なし 推定式な し

3.5 推定式なし tft:xi：式なし

3.4 推定式なし 推定式なし

11/rj体数＝5

CRANCHllDAE spp. 3.5 推定式なし 推定式なし

サメハダホウズキイカ利 4.0 推定式なし 推定式なし

例外；数＝2

A
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表2 これまでに調査・報告されたオウギハクジラ属（GenusMesoplodon）の胃内容物

Table 2 A list of published data on the stomach contents of beaked whales of the Genus Mesoplodon. 

w 
U1 

種 名 N 地 域 被捕食種名 被捕食 禅学名 部分 数量 出典

Mesoolodon mirus I South Africa ヤリイカ属の l種 LoliRo reynaudi 顎板 上顎：2下顎：4 Ross(l984) 

Mesoplodon densirostris I South Africa アカタチ属の l種 Ce po laつ 耳石 Ross(l984) 

ヨロイギンメ属の l種 Scopelogadus 耳石

トンガリハダカ属の l種 Lampanvctus 耳石 19 

Mesoplodon carlhubbs1 5 California テカギイカ属の l種 Gonarus sp 顎板 上：682下：620Mead, et al (1982) 

ホンツメイカ Onychoteurhis borealijaponocus 顎板 上：41下：28

ヤツデイカ属の l種 Ocropoteurhis delerron 顎板 上：34下：34

クラゲイカ Histioteurhis cf. Histioteuthis dofleini 顎板 上 55下：64

ムチイカ属の l種 Mastigoteurhis pyrodes 顎板 上7下：8

ヒガシホウライエソ Chauliodus macouni 骨格 4+ 

ヒガシホウライエソ Chauliodus macouni 耳石 右：7左5

ミカドハダカ Lampanyctis regalis 耳石 28 

ミカ ドハダカ？ Lampanycris cf. Lampanyctis regali.~ 耳石 10 

カブトウオ Poromitra crassiceps 1r{i 2 （別個体）

カブトウオ？ Poromitra cf. Poromiira crassiceps 耳石 2 

クロメダイ lcicthys lockingtoni エl’1:1 右 1左2

ホンカブトウオ属の I種 Melanphaes acanthomus 耳石 右 l左・1

カブトウオ科の l種 unidentified melamphiid 耳石 4 

務不明 unidentified 耳石

Mesoplodon hectort 1 California ヤツデイカ属の l；種 Octo{loteurh』sdeletron j}fl,t反 r-・ :2 Mead (1981) 

手~＼不明無脊椎動物 unidentified invertebrate ノj、1'1・
Mesoplodon densirostris 3 有1不IYJイカ squid be心。tracequantity (no fish remains) m似 自民lik Mead (1989) 

Mesoolodon eurooaeus 3 層i不明イカ squid be泊（Strace quantity (no fish remains) lJ.(l;t反 微tfi: Mead (1989) 

Mesoplodon mirus .ftJ（不明イカ squid beaks町acequantity (no fish remains) 顎板 微お Mead (1989) 

Mesoplodon steineReri ヲ 利fイ、：1yjイカ squid beaks trace quantity (no fish remains) iJSi.fli 微；辻 Mead (1989) 

Mesoplodon st~jnegeri l新潟 .ijJ条 利｛イ~l~J イカ squid lenses (3-7mm in diametre) レンズ 30+ 山IIIほか (1993)
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内容物中に優先することはよく理解される．メソプ

ロドンがイカ類を選食するのであれば、さらに、ス

ルメイカやヤリイカ類が卓越する春先から初冬まで

の本種の食性に関する調査が必要となろう．

Nishi waki Cl 962）カ淳R告した日本海沿岸における

オウギハクジラ漂着第-wリ（秋田、 1960年5月22日〉

以降、新聞報道なども含めると40例をこえるオウギ

ハクジラあるいはMesoploゐη属のクジラが日本海

沿岸で発見されている． しかしながら、胃内容物の

調査がなされた例が比較的少ない現状ではデータが

不足しており、この種あるいは属の食性を議論する

ことは困難である．本例の発見を鴨矢として、今後

の漂着に際し可能な限り胃内容物などについての調

査をおこなわねばならない
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