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はじめに

近年、山形県庄内海岸地域において、多くの漂着

鯨類が記録されるようになった．日本海の漂着鯨類

の記録は、山田 Cl993）にまとめられているよう

に、最近オウギハクジラ属 Mesoploぬnの漂着が顕

著に増加している．その傾向は、山形県においても

指摘できる．

山形県の漂着鯨類は、 1990年以前にはあまり記

録がなく（長津， 1993）、このため海岸地域の住

民でさえ日本海の鯨類に対する認識は希薄であった．

ところが、 1993年以降には毎年のように漂着があ

り、 1993年から 1997年までに 8頭を記録した

このため、にわかに人々の関心か高まってきている．

最も多い鯨種はオウギハクジラ M.stejnegeri(6頭〉

である．この種は，地元の水産関係者にもそれまで

ほとんど知られておらず、相次ぐ漂着に大きな驚き

を呼んでいる．

1993年以降の漂着記録は図 1、表 1のとおりで

ある．このうち 1995年 2月の遊佐町女鹿漂着と

1997年 4月の遊佐町西浜漂着のオウギハクジラ

M.stejnegeri （メス〉の個体は、同種の日本海での

繁殖を知る上で重要な資料となった．

なお既報告の 1993年 2月の温海町の個体につい

ては、当初イチョウハクジラ M♂＇kgodensと報告

したが（長津ほか， 1994）、その後の頭蓋の検討

によって、オウギハクジラ M.s均；negeriであること

が明らかになった前報告をここで訂正しておくと

ともに、その検討内容について別に報告する （長津

・山田， 1997). 

今回は、山形県庄内海岸における未報告の、

1995年から 1997年にかけての漂着鯨類について

まとめて報告する．こうした記録が、今後の日本

海セト ロジー研究の基礎資料となれば幸いである．

1995年から 1997年までの漂着鯨類の記録

1. オウギハクジラ Mesoplodonstejnegeri 

漂 着 ：1995年 1月31日

調査 ：1995年 2月 1日 山 田 格 ・ 天野雅男

場所：山形県飽海郡遊佐町女鹿

性別：メス（体長 l.4mのオスの胎児あり〉

体長・体重： 4.9m、約 1000kg （推定）

保管：国立科学博物館動物研究部

A. 調査経過

1995年 1月 31日、遊佐町女鹿の海岸で地元の

人によって漂着鯨類遺体が発見され、町役場に通報

された．その情報が山形県庄内支庁水産事務所に連

絡され、同日中に山形県立博物館に一報が入った．

長揮は町役場に個体の保存を依頼し、東京の山田に
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山形県における最近の漂着鯨類

番号は表 1に対応している．

図 1.

山形県における 1993年から 1997年までの漂着鯨類表 1

考備体長所場付性別類種 日
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長津ほか (1994)

長津・進藤 (1994)

胎児あり

4.79m 

4.16m 

4.9m 

5.lm 

5.lm 

1.66m 

4.8m 

5.28m 

温海町鈴

遊佐町湯ノ田

遊佐町女鹿

温海町釜谷坂

鶴岡市油戸

鶴岡市湯野浜

鶴岡市由良

遊佐町西浜

1993年 2月15日

1993年 3月7日

1995年 1月31日

1995年 3月7日

1996年 2月1日

1996年 5月16日

1997年 1月12日

1997年 4月2日

ス
ス
ス
ス
ス
ス
ス
ス

オ

メ

メ

オ

オ

オ

メ

メ

オウギハクジラ

ミンククジラ

オウギハクジラ

オウギハクジラ

オウギハクジラ

カマイルカ

オウギハクジラ

オウギハクジラ 出産直後

かぶる悪条件下の調査となる．解剖補助として、新

谷敦史（東邦大学学生；当時〉、水野利慶（東北ハ

クセイ〉が参加した現場の肉処理を町役場に依頼

し、採取した骨格と後述の胎児標本等を東京へ輸送

し、それぞれ処理をして国立科学博物館で保管して

いる．

B. 保存状態

体長 4.9mのメスの個体．全体として腐敗がかな
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連絡した．長津は業務の都合から近日中に現地に行

けない状況だったが、山田と天野が調査可能であ

ったため翌日現地に向かうこととする．

2月 1日、山田と天野はJR線を乗り継ぎ、遊佐

町で町役場職員の案内によって現地に到着する．現

場は国道 7号線沿いの磯浜で、小さな入江の岩礁

上に漂着していた．時間の制約から、ただちに現場

で解剖調査を行う．現場では、ときおり波しぶきを



山形県庄内海岸における1995年から1997年までの漂着鯨類

り進行しており、保存は良くない．表皮が完全に剥

落し、白からピンクの真皮を露出している（図 2). 

口を大きく開け、舌は腫れている（図 3).眼や

胸部は鳥によると思われる摂食痕があり、肋聞が破

れて肺が突出している．生殖溝はやや聞き気味であ

る．

c.種の同定

体側方向に偏平な紡錘形の体形、小さな吻部、咽

喉部のV字状の浅い溝、半円形の噴気孔、切れ込み

のない尾鰭分岐部などの形態は、オウギハクジラ属

Mesoplodonの特徴を示す．下顎の歯肉から歯は萌

出しておらず、口裂の顕著な湾曲もない．こうした

メスの個体での外部形態からの種の同定は困難なと

ころがあるが、後日、晒骨して頭蓋形態からオウギ

ハクジラ M.s匂inegen・と同定した．

D.所見

図 2.遊佐町女鹿漂着のオウギハクジラ．表皮が

完全に剥落している．

図 3. 遊佐町女鹿漂着のオウギハクジラ．吻部形

腐敗が進行しており、内臓の組織検査に耐えない

と判断し、また現場での時間の制約もあって解剖は

骨格採取、胎児の確認、消化管内容物調査を主目的

とする．この調査での最も大きな成果は、体長約

l.4mの胎児の存在を確認したことである （図 4). 

胎児標本の重要性から、これを保存するため、現場

で 10%のフォルマリン約 3000ccを瞬動脈から重

力注入する．後日の内容物検査のために消化管も採

取する．骨格については頭蓋や吻部の破片をはじめ、

主たる骨格はほぼ回収した．これらを東京へ輸送し

た後、胎児はさらに瞬動脈からのフォルマリン注入

を続行しで標本保存する（図 5).胃についても

フォルマリン固定する．後日胃内容物として、イカ

類の口器が確認された．漂着個体および胎児の外部

計測値は、表 2、3のとおりである．体重は計量

していないが、後述する鶴岡市油戸の漂着個体の体

重データなどから、 lOOOkg前後と推定される．

図 4. 遊佐町女鹿漂着のオウギハクジラから採取

された胎児．

態、と腫れた舌． 図5. フォルマリン注入中の胎児
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表2遊佐町女鹿漂着オウギハクジラ外部計測値

上顎先端一尾鰭分岐部 489 

上顎先端一口角後端 24 

上顎先端一鼻孔中央部 45 

上顎先端一眼中央 47 

上顎先端一外耳孔 59 

上顎先端一胸鰭前位基部 94 

上顎先端一背鰭前位基部 306 

上顎先端一瞬中央 235 

上顎先端一生殖溝中央 347 

上顎先端－[I門中央 358 

背鰭最大幅 36 

背鰭高 21 

背鰭前位基部背鰭先端 31 

尾鰭幅 112 

尾鰭先端一尾柄部（左〉 71 

（単位： cm)

表3遊佐町女鹿漂着個体の胎児外部計測値

上顎先端一尾鰭分岐部
上顎先端一口角後端
上顎先端一鼻孔中央部
上顎先端一眼中央
上顎先端外耳孔
上顎先端一胸鰭前位基部
上顎先端一背鰭前位基部

上顎先端一瞬中央
上顎先端一生殖溝中央
上顎先端一匹門中央
背鰭最大幅
背鰭高
背鰭前位基部背鰭先端

胸鰭前長
胸鰭後長

胸鰭最大幅
尾鰭幅
尾鰭先端一尾柄部（左）

尾鰭先端一尾柄部（右）
胴周（匹門位置〉

胴周（臓位置）

142.5 

7.8 

16.2 
17.3 

21.6 

33.0 

86.0 
70.0 

89.2 
101.7 

11.5 

7.2 

11.8 

19.8 

14.0 

5.8 
32.0 

26.0 

24.7 

49.5 

67.5 

（単位： cm)

E. 標本の意義

この個体によって、オウギハクジラ Mstのinegeri

の胎児が採取されたことは重要である．これまで日

本海においてオウギハクジラ属 Mesop loゐnの胎児

は、 2例の目撃が報告されている．これらは、

1988年 10月 10日、新潟県両津市の漂着個体から

と（日本鯨類研究所， 1989；本間， 1990；池原ほ

か， 1990）、 1989年3月29日、新潟県佐渡郡小

木町の漂着個体からである（日本鯨類研究所，

1989；池原ほか， 1990) .この 2例の種について

は、後日山田によって親の頭蓋標本から、オウギ

ハクジラ M.stejnegeriと同定されている．今回の女鹿

の個体は、これらに次ぐ胎児の確認であり、さらに

初めて胎児標本も採取された

ところで、オウギハクジラ属 Mesoplodonの日本

海で・の繁殖の可能性については、新生児の漂着個体

がし、くつか知られていた事実からもその可能性が考

えられていた．同属の新生児の記録は 4例あり、

1963年 5月 10日の日本海大和堆の捕獲個体、

1988年 4月 26日の新潟県上越市の漂着個体、

1989年 4月 25日の石川県輪島市の漂着個体、

1989年 4月 29日の石川県輪島市の漂着個体であ

る（山田， 1993). 

今回の女鹿の胎児標本、前述の胎児や新生児の記

録などとともに、これまで漂着した日本海のオウギ

ハクジラ属 Mesoplo伽 tで、同定された種はオウギ

ハクジラ M.s均negeriがほとんと－であること（山田，

1993）、さらに後述する 1997年に漂着した遊佐

町西浜の個体が、出産直後だったことを考え合わせ

ると、日本海での同種の繁殖の可能性が大変強くな

ってきたといえる．今後は、その繁殖の場所や時期

についての検討も重要になってくるであろう．また

今回の胎児標本によって、従来よくわかっていなか

ったオウギハクジラ M.stejnegeriの発生や成長等の

貴重なデータが得られるものと期待される．

2. オウギハクジラ Mesoplodonstejnegeri 

漂着： 1995年3月7日

場所：山形県西田川郡温海町釜谷坂

調査： 1995年 3月9日 長津一雄・進藤順治

性別：オス

体長・体重： 5.1lll、約 1200kg （推定〉

保管：山形県立博物館

A. 調査経過

1995年3月 7日、温海町釜谷坂の海岸で地元の
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人によって漂着鯨類遺体が発見され、町役場や警察

に通報された．その情報が山形県庄内支庁水産事務

所に連絡され、山形県立博物館に一報が入った．長

津は地元町役場に個体の保存を依頼し、東京の山田

と新潟の進藤に連絡した調査には進藤が参加でき

るとの連絡を受ける．長津は翌 3月 8日に現地に

行き、現状を確認する．現場は国道 7号線に沿う

護岸壁直下約 6mの磯浜で、水深 lm前後の浅瀬に

浮いた状態だった．現地で関係者と協議した結果、

現場で個体を解剖して骨格を山形県立博物館が収集 図6. 温海町釜谷坂漂着のオウギノ＼クジラ．

することした．

3月 9日、長津と進藤が現場で解剖調査を行う．

解剖補助として、稲毛 実（山形県立博物館）・加

藤啓（山形市）・安倍博之（山形大学院生；当時〉

と温海町役場職員 5名が参加した調査は一部海

中で行われ、ときおり波を頭からかぶる悪条件のも

とで行われた解剖後の肉の処理や採取した骨格の

ヲ｜き上げについては、町役場の手配したユニック車

で行った．骨格は山形へ運んで、埋葬処理等を行っ

た．そして約 1年半後、晒骨処理や接合・補修を

村上市の東北ハクセイに委託した現在骨格は処理

が済み、山形県立博物館で保管している．

B. 保存状態

体長 5.lmのオスの個体．腐敗が進行している様

子で、全体が膨隆している（図 6).表皮が部分

的に剥落し、腹部の一部か破れて腸が突出している．

吻部は保存されており、外部形態・骨格の大きな損

傷はないようである．体表には、幅 4～ 7cmの平

行な傷が多数認められる．

c.種の同定

遊佐町女鹿の漂着個体と同様の外部形態を備える

ことから、オウギハクジラ属 Mesゆめゆnと同定さ

れる．そして吻部周辺の特徴として、口裂中央の下

顎から 1対の扇形で偏平な歯が、上顎を越えて突

出し、歯の先端が互いに内側を向き、歯の萌出部の

口裂部分がやや背側に湾曲する形態をもっという、

オスの個体における外部形態とともに、晒骨した頭

蓋形態を長津・山田（1997）に比較した結果、オ

ウギハクジラM.sたfnegeriと同定した．

D. 所見

歯の歯頚部近心縁が、半円状の磨耗を始めていた

（図 7).また、右の歯に蔓脚類が付着していた．

尾鰭分岐部中央に切れ込みはないが、その両側に幅

数 cm程度の半円形状の切れ込みが計 4つ認められ

た（図 8).解剖したところ、内部の腐敗が進行

しており、器官の原形も保存されていなかったこと

から、骨格の採取を目的として解剖する（図 9). 

胃の内容物として、多数のプラスチック類が詰まっ

ていたが、他の食餌に関するものはないようだった

骨格については、悪条件の現場ながらほぼ回収する

ことができた．このうち、肋骨については左を 10

本、右を 9本回収した．右については、悪条件で

の作業中に失った可能性が大きく、この個体の肋骨

数は 10対と考えられる．

ところで、オウギハクジラ M.stejnegeriの肋骨数

については、 9対という報告が多いが（Miyazaki

et al., 1987；中村ほか， 1994）、 Nishiwaki

(1962）は胸椎の横突起や椎体の形態からさらに

遊離した肋骨の存在を予想しており、さらに西脇

(1965）は変異があるものの 11対を基準と考え

ている．なお、 1993年温海町鈴の漂着個体は、や

はり 9対であり（長津ほか， 1994）、また後述す

る2個体の肋骨数はし、ずれも 9対であった．現在

のところ、この種については 9対の個体が多いが、

肋骨数については今後の検討課題と考えられる．

採取した胸鰭については、山形大学医学部解剖学

教室に依頼し、レントゲン撮影した．その結果、指

骨数は左右ともに、 ( I : 1, II : 6. III : 6, 
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図 7. 温海町釜谷坂漂着のオウギ、ハクジラ．吻部

と歯の形態．

図 8. 温海町釜谷坂漂着のオウギハクジラ．尾鰭

形態

図9. 海中での解剖．

N : 4, V : 3）であった（図 10).この数は、

長津ほか（1994）の温海町鈴の個体（ I:1, II 

: 6, ill : 5, N : 5, V : 4）と異なる．この

種の指骨数の変異についても、今後の検討課題であ

ろう晒骨後の頭蓋形態、のうちで特徴的な形態は、

吻央化骨（mesorostral ossification）が進み、吻

部背側正中部が強く隆起していることである．これ

は歯の磨耗状態とともに、この個体の成熟度を示す

形質であろう．

表4温海町釜谷坂漂着オウギハクジラ外部計測値

上顎先端一尾鰭分岐部 510 
上顎先端一吻基部 25 
上顎先端一口角後端 28 
上顎先端一鼻孔中央部 44 

上顎先端一眼中央 55 
上顎先端外耳孔 70 
上顎先端一胸鰭前位基部 100 

上顎先端背鰭先端 353 
上顎先端一瞬中央 290 

上顎先端生殖溝中央 330 
上顎先端一匹門中央 352 
背鰭最大幅 32 
背鰭高 22 
胸鰭前長 60 
胸鰭後長 38 
胸鰭最大幅 20 

尾鰭幅 154 

尾鰭分岐部一尾柄部 46 
胴周 （匹門位置） 172 

胴周 （瞬位置〉 322 

（単位： cm)

個体の外部計測値は表 4のとおりである．体重

は計測していないが、後述する鶴岡市油戸漂着の個

体のデータから推定して、 1200kg前後と推定され

る．

nδ 



山形県庄内海岸における1995年から1997年までの漂着鯨類

E. 標本の意義

体長が Smを超えており、オウギハクジラ

M.ste；・negeriとすれば大型のオスの個体である．歯

が磨耗を始めているが、それがどのような原因によ

っておこるかは現在も明らかにされていない．この

ため、歯の成長と磨耗に関する問題を検討するため

の 1資料になるものと考えられる．そして、同種

の年齢査定研究が進められたときに、歯の磨耗状態、

や吻央化骨の程度と年齢との関係が明らかにされる

可能性があり、そのための資料としても期待される．

また、肋骨数や指骨数についても、同種の変異を検

討するための資料になると考えられる．

3. オウギハクジラ Mesoploぬnstejnegeri 

漂着： 1996年2月1日

場所：山形県鶴岡市油戸

調査 ： 1996年 2月5日 山田格・長津一雄

－進藤順治

性別：オス

体長・体重： 5.1m、1108kg （計量、ただし

失われた血液等を含まない〉

保管：鶴岡市教育委員会

A. 調査経過

1996年 2月1日、鶴岡市油戸の海岸で地元の人

によって漂着鯨類遺体が発見され、市役所に通報さ

れたその情報が山形県庄内支庁水産事務所に連絡

され、山形県立博物館に一報が入った長津は地元

市役所に個体の保存を依頼し、東京の山田と新潟の

進藤に連絡した調査には山田と進藤が参加できる

との連絡を受ける．長津は植松芳平（山形県立博物

館；現酒田東高校〉、佐久間洋 （山形県立博物館〉

と翌 2月 2日に現地に行き、現状を確認する．現

場は岩場に固まれた入江の小漁港であり、すでに陸

に引き揚げられていた．現地で関係者と協議した結

果、個体を約 4km南の由良港に運んで解剖するこ

ととした．

2月 5日、東京からの深夜パスで、山田が早朝鶴

岡に到着する．山形からの長津と新潟からの進藤が

現地で合流し、解剖調査を行う．解剖補助として、

魚住一三 （加茂水産高校〉ほか教職員・佐藤 明

（鶴岡市役所）ほか市職員・鶴巻博行（マリンピア

日本海）・板垣道（山形大学学生；現同大院生〉

・河津理子（東京農工大学院生〉 ・高倉ひろか（東

京水産大学学生；現同大院生〉などが参加した採

取した骨格については、鶴岡市教育委員会が埋葬処

理等によって保管することとした．解剖後の肉の処

理は市役所が業者に委託した

B. 保存状態

体長 5.lmのオスの個体である．右眼付近に外傷

があり、眼からの出血がある．死後長時間経過して

いないようであり、他の外部損傷はほとんどなく保

存は極めて良好である（図 11).体表には幅 4～

7cmの平行な多数の傷がある．

c.種の同定

前述の遊佐町女鹿や温海町釜谷坂の漂着個体と同

様の外部形態を備えることから、オウギハクジラ属

Mesoplodonと同定される．そして温海町の個体と

同様に、 1対の大型の歯が萌出しており、乳頭様

の先端部が上顎をやや越して突き出す．その口裂形

態や歯の萌出位置など、オスの個体におけるこれら

の特徴から、オウギハクジラ M.stejnegeriと同定し

fこ．

D. 所見

体色は黒色、輪郭のやや不明瞭な白色の大きい斑

点が認められる．歯の突出は前述の釜谷坂の個体ほ

ど顕著でなく、また歯頚部近心縁の磨耗もまだ認め

られない（図 12).下顎より突出した左右の歯の

先端の距離は、 63mmである．この長さは体表に

多数みられる平行な傷の幅にほぼ調和的であること

から、オスの個体どうしの衝突によって歯でできた

可能性が大きい．左の歯には蔓脚類が付着していた

尾鰭分岐部中央には切れ込みがないものの、その両

側には釜谷坂の個体と同様の幅 2cm、深さ 1～

2cm程度の半円形状の 2つの切れ込みがあった

（図 13). 

肩甲骨の位置は、その上縁が胸椎椎体の中央から

約 8cm下方に、その前縁が第 7頚椎のほぼ後端に

ある．肋骨は外側面観において、体軸に対する垂線

から 45°～ 50°の角度でかなり後傾している．

肋骨は 9対回収した（図 14).寛骨は、虹門付近

n
H
U
 

可’A



長津一雄 ・山田格・進藤順治・ 天野雅男 ・大場線、

図 11 鶴岡市油戸漂着のオウギハクジラ．

者専 磐

図 12 鶴岡市油戸漂着のオウギ、ハクジラ．吻部と歯

の形態．

図13鶴岡市油戸漂着のオウギハクジラ．尾鰭形態

図 14 鶴岡市油戸漂着のオウギハクジラ．採取され

た肋骨．

表 5鶴岡市油戸漂着オウギハクジラ外部計測値

上顎先端一尾鰭分岐部

上顎先端一吻基部

上顎先端一口角後端

上顎先端一鼻孔中央部

上顎先端一眼中央

上顎先端一外耳孔

510 
33 
36 
47 
49 
59 

上顎先端胸鰭前位基部

上顎先端一背鰭先端
100 
342 
230 
315 
354 

上顎先端一瞬中央

上顎先端一生殖溝中央

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

尾鰭幅
尾鰭分岐部一尾柄部

胴周 （虹門位置〉

胴周 （瞬位置〉

歯の最大高

歯の最大幅

39 
20 
61 
41 
17 
142 
51 
182 
254 
5.3 
10 

（単位： cm)

表 6鶴岡市油戸漂着オウオギハクジラ重量

区 分 重 量 量 比

脂皮 342.7 kg 30.9% 
筋 肉 31.6 kg 48.0% 
内 蔵 74.2 kg 6.7% 
骨格 159.7 kg 14.4% 

計 1108.2kg 100 % 

表7鶴岡市油戸漂着オウギハクジラ器官重量

心臓 4.0 kg 
肺・気管 17.0 kg 
肝臓 15.4 kg 
E同a 9.2 kg 
腎 臓 6.6 kg 

腸 18.0 kg 

生殖器 0.8 kg 
その他 3.2 kg 

計 74.2kg 
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に埋没している 1対を採取した．埋没位置は寛骨

後端において、匹門中央から前方約 lOcm、腹面か

ら約 15cm内部にあり、陰茎基部に位置する．骨格

についてはほぼ回収し、現在埋葬処理等を行ってい

る．

諸器官の保存は良好である．栄養状態は普通で痩

削は認められない．肺には若干気腫がみられるが、

著しい病変はみられない．心臓にも特に異常はない．

肝臓表面に隆起があり、 0.5mm程度の小白斑が散

在状に認められる．牌臓割面は膨隆し、暗赤色を呈

する．胃の内容物として、網ひもやプラスチック類

が少量得られたが、食餌に関するものはなかった．

胃粘膜には、 2～ 3cmの円形の出血をともなう潰

蕩様病変があった． しかし、これが死因に直接関係

するかどうかは不明である．腸の長さ約 36mでや

はり内容物はなかった

外部計測値は表 5のとおりである．また個体の

A.調査経過

1996年 5月 16日、鶴岡市湯の浜の海岸で地元

の人によってイルカ類の漂着遺体が発見され、市役

所に通報された．その情報が山形県庄内支庁水産事

務所に連絡され、山形県立博物館に一報が入った

長津は市役所に個体の保存を依頼し、翌 5月 17日

に現地に行き、現状を確認する．現場は海水浴場に

重量は、 1108kgであった．主な部位の重量を表 6 図 15.鶴岡市湯野浜漂着のカマイルカ．外側形態

に、主な器官の重量を表 7に示す．これらは、各

部位を小分けにして計量したものであり、失われた

血液等の重量は含まれていない．

E. 標本の意義

体長が Smを超える個体であり、オウオギハクジ

ラ M.s均＂negeriとすれば大型である．この個体は保

存が良好であったため骨格や器官等についての種々

の資料が得られた．歯は磨耗しておらず、歯の発達

過程の検討のー資料になるであろう．また、釜谷

坂の個体でも顕著に認められた、体表の傷について

は、オスの個体の歯による可能性が大きいが、詳し 図16.鶴岡市湯野浜漂着のカマイルカ．腹側形態

くは今後多くの個体の観察によって検討していくべ

きであろう．

4. カマイルカ Lagenorhynchusoblz伊idens

漂着： 1996年 5月16日

場所：山形県鶴岡市湯野浜

調査： 1996年 5月 22日長淳一雄・大場

練、

性別：オス

体長・体重： 1.66lll、61kg （計量）

保管：山形県立博物館

-21 
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長津一雄・山田 格・進藤順l台・天野雅男・大場線、

もなっている砂浜であった．現地で関係者と協議し

た結果、そのまま個体を引き取って車で山形市まで

運ぶこととした．

5月 22日、山形県立博物館において解剖する．

補助として板垣道（山形大学院生〉が参加した．

採取した骨格は、現在浸水晒骨処理を行っている．

B. 個体の保存

体長 1.66mのオスの個体である．頭部と尾部に

長さ 10数 cm、深さ lcm程度の外傷があり少量の

出血があるが、死後長時間経過していないようであ

り保存は極めて良好である（図 15・16.17) . 

c.種の同定

小さな吻部、きれいな紡錘形の体形、大きな鎌状

の背鰭、背側が黒色、腹側が白色、特徴的な体側の

筋状の模様などからカマイルカ Lagenorhynchus

obli伊idensと同定される．

D.所見

解剖時まで個体を屋外で保存していたため、表皮

表8鶴岡市湯野浜漂着カマイルカ外部計測値

上顎先端一尾鰭分岐部
上顎先端一吻基部
上顎先端一口角後端
上顎先端鼻孔中央部
上顎先端一眼中央
上顎先端一外耳孔
上顎先端一胸鰭前位基部
上顎先端一背鰭先端
上顎先端一胸中央
上顎先端一生殖溝中央
上顎先端紅門中央
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（旺門位置）
胴周（瞬位置〉

歯数（上顎左）
歯数（上顎右〉
歯数（下顎左〉
歯数（下顎右〉

166 
9 

19 
26 
24 
29 
34 

102 
82 
97 
114 
31 
14 
27.5 

19.0 
9.3 

39.0 
13.8 

59 

98 
31 

30 
30 
30 

（単位： cm)

がすべて剥落し腐敗が進行していたので、骨格の採

取を目的として解剖する．肋骨は 14対あり、第 14

肋骨は胸椎から遊離している．各肋骨は、体軸に対

する垂線から 25°～ 30°の角度で後傾する．胃の内

容物はなかった腸の長さは 16.5mであった．骨格

はほぼ回収した．外部計測値は表 8のとおりであ

る体重は61kgであった

E.標本の意義

カマイルカ L.obliquidensは、山田（1993）に

よれば日本海における最も漂着例の多いイルカ類で

ある． しかし庄内海岸では、記録としては今回が初

めての漂着となった．

5. オウギハクジラ Mesoplodonstejnegeri 

漂 着 ：1997年 1月 12日

場所：山形県鶴岡市由良香頭ケ浜

調査： 1997年 1月 14日長津一雄

性別：メス

体長・体重： 4.8ID、約 800kg （推定）

保 管：歯 1点と下顎骨の一部を山形県立博物館

で保管

A. 調査経過

1997年 1月 12日、鶴岡市由良の香頭ケ浜で地元

の人によって漂着鯨類遺体が発見され、市役所に通

報された．その情報が山形県庄内支庁水産事務所に

主主格され、同日中に山形県立博物館に一報が入った．

長津は、取り急ぎ 1月 13日に現地調査に向かう．

鶴岡市の植松芳平（酒田東高校〉に連絡をとって、

一緒に香頭ケ浜周辺を探すが、漂着個体は発見でき

なかった．数人の地元民に漂着について尋ねるが、

確かな情報は得られず、その日は山形に帰ることに

した帰館後に、鶴岡市役所から連絡があり、個体

は砂浜にではなく、やや見つけにくい岩場の隙間に

流れ着いているとのことであった現場での個体の

引き上げは、波の状態によっては困難になると判断

されるため、翌日現場から数 kmの由良港まで漁船

で曳航するとのことであった．

1月 14日、再び鶴岡市に向かう．由良港にはす

でに個体が運ばれ、岸壁に固定されていた個体は

波による岩場への衝突のせいか、特に頭部の損傷が

-22-
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ひどく、また死後かなり経過している様子で保存状

態が悪かったため、現地で、の解剖は行わなかった．

外部計測を行い、下顎の一部と歯を採取した．個体

については、市役所が業者に委託して処分すること

とした．

B.個体の保存

体長 4.8mメスの個体である．死後かなり時間経

過しているようであり、体表には生物による摂食痕

と思われる浅い傷が多数認められる．特に頭部の損

傷がひどく、吻部は完全に折れて一部は失われてい

る（図 18).また、左胸鰭の損傷も著しく、部分

的に失われている．腹部が破れて腸の一部が突出し

ている．内部の腐敗も進行している様子である．表

皮が全体の 1/4程度剥落している．全体的にかなり

図18.鶴岡市由良漂着のオウギハクジラ．

図19.鶴岡市由良漂着のオウギハクジラ．腹側形態
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痩せており、椎骨の横突起の配列が体表に浮きでて

いる（図 19). 

c.種の同定

体側方向に偏平な紡錘形の体型で、損傷して露出

した下顎骨から、 1対の小さな歯が萌出する．メ

スの個体における歯の特徴や、他の外部形態から、

オウギ、ハクジラ属 Mesφlodonと同定される．吻部

の損傷が著しいため、詳しい観察が行えなかったが、

全体的な特徴から、一応オウギハクジラ

M.stejnegeriと同定しておく．

D.所見

解剖を実施しなかったため、内部についての所見

は得られなかった．また栄養状態は悪く、かなり痩

削している．体重については、体長と栄養状態の類

似している 1993年温海町鈴に漂着した個体（長津

ほか、 1994）を参考にして、約 800kgと推定した．

外部計測値は表9のとおりである．

表9鶴岡市由良漂着オウギハクジラ外部計測値

上顎先端尾鰭分岐部 482 
上顎先端一吻基部 22 
上顎先端一口角後端 34 
上顎先端鼻孔中央部 42 
上顎先端一眼中央 44 
上顎先端一外耳孔 56 
上顎先端胸鰭前位基部 85 
上顎先端一背鰭先端 322 
上顎先端瞬中央 220 
上顎先端一生殖溝中央 323 
上顎先端旺門中央 348 
背鰭最大幅 30 
背鰭高 17 
胸鰭前長 54 
胸鰭後長 32 
胸鰭最大幅 15 
尾鰭幅 115 
尾鰭分岐部一尾柄部 43 
胴周（虹門位置〉 139 
胴周（瞬位置〉 188 

（単位： cm)

E. 標本の意義

本個体は、極度に痩削しているのが特徴である．

死因についての手掛かりは得られなかったが、こう
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した栄養状態の漂着個体についても、今後の調査に

おいては他の記録とともに注意しておく必要があろ

う．また、歯が採取されたことから、オウギハクジ

ラ M.stejn句geriのメスの歯形態を検討するためのー

資料になると考えられる．

6. オウギハクジラ Mesoploゐnst，そfnegeri

漂 着 ：1997年 4月2日

場所：山形県飽海郡遊佐町西浜

調査 ：1997年 4月 7日 長津一雄・進藤順治

－大 場綿、

性別：メス

体長・体重 ：5.28ill、約 1200kg （推定）

保管：山形県立博物館

A. 調査経過

1997年 4月 2日、遊佐町西浜の砂浜で地元の人

によって漂着鯨類遺体が発見され、町役場、 警察、

山形県庄内支庁水産事務所に通報された. 4月 3

日に町役場と水産事務所によって、現場確認が行わ

れて、同日中に山形県立博物館に一報が入った. 4 

月 4 日、 長津と大場は現地調査を行い、地元関係

者と処理について相談するとともに、東京の山田と

新潟の進藤に連絡して、その後の対応を検討した

個体は、遊佐港の南側防波堤から約 1.3km南方の、

波打際から約 lOm離れた砂浜上にあり、体の約

1β 程度が砂中に埋もれた状態だった．砂に埋もれ

た状態から判断すると、漂着後やや日数がたってい

ると判断された．地元関係者によると、 3月末に

荒天が続いたとのことで、その頃に漂着した可能性

が考えられる．漂着後日数がややたっているものの、

個体の解剖を期留し、骨格の採取を行うこととした

4月 7日、長津 ・進藤・大場が現場の砂浜で解剖

を行う．解剖補助として、田村広野 （マリンピア日

本海）、板垣道（山形大学院生〉、水野利慶 （東

北ハクセイ）が参加した．解剖後の肉の処理は、遊

佐町役場が手配したバックホーによって、付近の砂

中に埋めた．また、採取した骨格は山形県立博物館

へ運び、現在埋葬処理等を行っている．

B. 保存状態

体長 5.28mのメスの個体．死後 2～ 3週間程度

-24 

図20.遊佐町西浜漂着のオウギハクジラ．

図21.遊佐町西浜漂着のオウギハクジラ．弛緩した

子宮形態．

図22.遊佐町西浜漂着のオウギハクジラ．前頭部背

側のメロン形態．

経過していると考えられ、全体的に膨隆して腐敗臭

が漂い、保存は良くない（図 20).外部の損傷と

しては、左胸鰭の先端部が 1/3程度欠損しており、

指骨が白骨化して露出している．尾鰭左側が欠損し

て砂に埋もれている．また、生物による摂食痕と思
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われるが、頚部の一部と腹部の脂皮が失われている

ほか、体表に鳥の摂食痕の小子しがし、くつか認められ、

眼球は失われている．ただし、吻部の骨折はない．

c.種の同定

外部形態は、これまで庄内海岸に漂着したオウギ

ハクジラ属 Mおoploゐnと同様の特徴を備えている

ことから、同属と同定される．下顎の歯肉からは歯

が萌出しておらず、また口角の顕著な湾曲もない．

メスの個体における同属の種の同定は、晒骨後に行

う予定であるが、頭部の解剖経過において、前頭骨

前縁部の背面観はなめらかで、前眼寓切痕は深くな

い特徴が認められたことから、長津・山田（1997)

に比較してここではオウギハクジラ M.st.ψiegeriと

同定した（図22). 

D.所見

内部臓器はやや腐敗が進んでいたが、臓器の形状

は保たれており、 L、くつかの所見が得られた．この

うち、最も大きな成果は、子宮についてである．子

宮は腹腔後方に位置し、著しく弛緩していた．子宮

角の弛緩は、特に左側が著しい（図 21).子宮内

膜はすでに融解しており、構造は不明瞭であった．

進藤によれば、この著しく弛緩した子宮状態は、出

産直後の形態を示すものと考えられる．おおよその

計測では、左子宮角の長さは約 60cm、径が 25cm

である．胃の内容物としては、イカ類の口器が数点

得られたが、その他のものは認められなかった腸

の長さは約 35mであった．肋骨数は 9対で、前位

肋骨は体軸に対する垂線から約 50。の角度で後傾

していた．肩甲骨の位置は、その上縁が胸椎中央か

ら約 4cm下方に、その前縁が眼球中央から約

35cm後方にあった．骨格はほぼ回収した．外部計

測値は表 10のとおりである．

E. 標本の意義

オウギノ＼クジラ M.stejnegeriの漂着個体において、

出産直後の所見が得られた記録は、今回の個体が初

めてであり、大きな意義がある．すなわち、同種が

胎児の存在や新生児の漂着記録とともに考え合わせ

ると、日本海で繁殖している事実がほほ確実になり、

さらにはその出産時期を知るための資料が得られた

ことになるからである．本個体の解剖時に死後 2

表 10 遊佐町西浜漂着オウギハクジラの外部計測
値

上顎先端－尾鰭分岐部 528 
上顎先端吻基部 22 

上顎先端一口角後端 34 
上顎先端一鼻孔中央部 56 
上顎先端眼中央 57 
上顎先端一外耳孔 66 
上顎先端一胸鰭前位基部 101 
上顎先端一背鰭先端 369 
上顎先端一瞬中央
上顎先端一生殖溝中央 386 
上顎先端－JlI門中央 408 
背鰭最大幅 47 
背鰭高 26 
胸鰭前長 59 
胸鰭後長 38 
胸鰭最大幅 16 
尾鰭幅 114 
尾鰭分岐部尾柄部 70 
胴周（旺門位置〉 164 
胴周（瞬位置） 310 

（単位： cm)

～ 3週間経過していたとするならば、この個体の

出産時期は概ね 3月中・下旬頃と推定できる．こ

の時期は、これまで記録された胎児をもっメスの個

体の漂着記録や、新生児の漂着記録と調和的であり、

この時期に同種が出産している可能性を示唆してい

ると考えられる．

また、本個体は、これまで庄内海岸に漂着した個

体では最大であるとともに、日本海に漂着した同種

の個体のうちでもかなり大型である．これは、同種

の性差と体長の関係を検討する上の資料となると考

えられる．

まとめ

1. 山形県庄内海岸において、 1995から 1997年に

かけて漂着鯨が計6頭記録された．

2. これらは 5頭がオウギハクジラ Mおゅlo必η

stejnegeri, 1頭 が カ マ イ ル カ Lagenorhynchus

obliquidensと同定された．

3. 遊佐町女鹿漂着のオウギハクジラ M.stejnegeri

のメスの個体からは、胎児が採取された．これは、

25-
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胎児の目撃例や新生児の漂着記録から考えられてい

た、日本海での同種の繁殖の可能性をさらに強く裏

付けるものである．また今後胎児標本から、同種の

発生や成長等に関する新たな知見が得られることが

期待される．

4. さらに、遊佐町西浜漂着のオウギハクジラ

Mstejnegeriのメスの個体は、子宮状態から出産直

後の所見が得られ、この個体の出産時期が 3月中

・下旬と推定された．これによって、日本海におけ

るオウギハクジラ Ms匂；negeriの繁殖の可能性が大

変強くなった．そして、同種がその頃に出産してい

る可能性が考えられるなど、出産時期に関する資料

が得られた．

5. オウギハクジラ M.s均・negeriの肋骨数は、多く

が9対であったが、 10対の個体が 1例あったこと

から、その変異の問題についても今後検討すべきで

ある．また、指骨数についても変異があるようで、

今後の検討課題であろう．

6. オウギハクジラ M.stejnegeriの体表の平行な傷

は、オスの両下顎歯聞の幅にほぼ調和的であり、衝

突等によって歯で生じた可能性が大きが、今後さら

に観察例を増やす必要がある．

7. これらの 5頭のオウギハクジラ M.stejnegeriに

おいて、骨格の構成や歯の成長、病理所見等の資料

が得られ、今後の同種の研究の基礎資料になるもの

と期待できる．

8. 漂着個体のうち、かなり痩削した個体もあるこ

とから、今後栄養状態についても注意する必要があ

る．

9. カマイルカ L.obliquidensは、山形の庄内海岸

では初めての漂着記録である．

謝辞：漂着鯨類の研究には、速やかな情報収集

と対応、そしてフィールドワークが必要であり、加

えて多くの方々の理解と協力が欠かせない．今回の

これらの漂着鯨の調査についてもまた、山形県庄内

支庁水産事務所、地元の市役所や町役場の関係各位
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をはじめ、本文中に記した各位とともに、実に多く

の方々にご協力いただいた． しかし字数の制約から、

多くの関係者の記録については割愛させていただい

た．失礼をお詫びしつつ、ここに改めて関係機関・

各位に厚くお礼申し上げる．なお本文中では、人名

に関して職名・敬称を略させていただ~yf.こ．
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