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During the 1995・1996season there were什equentstrandings of the genus Mesoplodon to the coasts of the Sea of 

Japan. Number of reported strandings were 14 and it is the largest number since 1988・1989season. Three 

specific cases among them with peculiar findings were described. 

Case I. Mesop/odon sp. dead stranding; female; BL ca. Sm; found on Apr. 13. 1996, in Ogi-machi, Sado-gun 

Niigata-ken (Sado island). This animal had several bite-like arcuate scars. It is possible that these were caused 

by sharks such as great white shark. There was no evidence as to when the bites were made, whether before or 

after the death of the animal. 

Case 2. Mesoplodon stりnegeri,dead stranding; male; BL 5 l 7cm; found on Apr. I 0. 1996; in Nou-machi, 

Nishikubiki-gun, Niigata-ken. A spear-like wooden pole was found penetrated almost completely across the 

body. From the left side of the animal, piercing the skin, blubber, thorax between ribs, diaphragm, through coiled 

intestine and certain po口ionsof intestine and finally stoppe with its tip in the blubber of the opposite side. 

Case 3. Mesoplodon stりnegeri,dead stranding (could have been alive when found); female (pregnant); BL 513cm; 

found on Apr. 25. 1996, in Ogata・machi,Higashikubiki-gun, Niigata-ken. There was a foetus in the uterus of 

stranded mother. The foetus was extremely light in weight and much smaller for the season compared to the 

several other foetuses examined before. Part of the body wall was melted. It is possible that the foetus was dead 

well before the stranding event of the mother. 

はじめに

1990年以降、年間数件程度であったメソプロドンの

漂着が、 1995年は 10件を数え、1988-89年以来の報告

頻度であった（山田， 1997). 1996年はさらに漂着件

数が多く、北海道、青森、秋田、山形、新潟の 5道県

で総計 14件にのぼった．国本昭二氏が能登の漁業関係

者から得たという 7年周期説もあるので，今後の推移

を注意深く観察する必要がある．

1996年は l月末から漂着報告が始まり、青森、秋田、

山形、新潟で計 14頭が確認された（表 I).このうち

明らかにオウギハクジラと同定されたものは雄が 5頭、

雌が 3頭で、残りの 6頭は種や性別の確認はできなか

った．特に 3月に入って新潟県で漂着が相次ぎ、 4月

初めにかけては佐渡で、第 2週以降は上越市周辺や北

蒲原郡中条町など本州側で続々と漂着が報告された．

また、北海道で「ツチクジラ」として新聞報道された 2

件も、 写真や体長から考えるとメソプロドンの可能性

が高い． 本論ではその中から特に興味深い例をとりあ

げて紹介する．

漂着例の所見と考察

I. 1996年 4月 3日 新潟県佐渡郡小木町で発見のオ

ウギハクジラ属の個体（性別不詳、体長約 Sm、死

亡漂着）

この個体は小木町当局によ り手早く埋設処理された

（図 I). 日本海セ トロジー研究グループ会員の野田栄

吉氏が独自に撮影した写真を見ると、左半身には白く

表皮の脱落した部分があるのでこの個体が左側を上に

しばらく浮いて漂流していたものと考えられる．腹側

には大きな弧を描いた傷が数カ所見えるが、松浦啓一

氏（国立科学博物館動物研究部動物第二研究室室長）

によればこの傷は例えば「ホホジロザメj のような大

きなサメの噛み痕の可能性があるとのことであった．

弧の幅は大きいものでは 50cm前後であり、 これがサ

メの噛み痕とすればそのサメはかなり大きな個体であ

ったことが推測される（図 2).この個体が遊泳中にサ

メに捕食された可能性もあるが，屍肉食性のサメによ
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表 1 96年のオウギハクジラ属漂着データ

Table I. Stranding records of Mesop/odon sp. in 1996. 

山 田 格

年 月日 属 種 性 体長 都道府 郡市 町村 漂着地 備 考 標 本

1996 2 I Mesop!odon stejnegeri M 510 山形県 鶴岡市 油戸 胃内容なし 全身骨格（山形県・鶴岡市）

1996 2 10 Mesoplodon ste1neg，山 l M 489 秋田県 山本郡 岩械町 頭骨（柴田）

1996 2 20 Mesoplodon sp う 500 青森県 下北郡 風間浦村 易国間の岩石帯 哩設

1996 3 6 Mesoplodon sp ワ フ 新潟県 両津市 真更川 放置

1996 3 7 Mesoplodon sp 勺 今 新潟県 佐渡郡 相川町 関 埋設

1996 3 31 Mesoplodon SIり11ege1i F 509 秋田県 秋田市 下浜 胃内容 全身骨格（国立科学博物館）

1996 4 3 Mesop!odo11 sp ヲ 0 新潟県 佐渡郡 相川町 小田 埋設

1996 4 3 Mesoplodon sp う c500新潟県 佐渡郡 小木町 白木 サメの噛み痕（つ） 埋設

1996 4 9 Mesop!odon sp F 今 新潟県 北蒲原 中条町 妊娠（ワ） 調査後思設け）

1996 4 10 Mesop!udun stepiegeri M 517 新潟県 西頚城 能生町 筒石 ポール貫通 ・胃内容 全身骨格（国立科学博物館）

1996 4 12 Mesoplodon sre;negヒri M 462 新潟県 中頚城 柿崎町 柿崎 胃内容 全身骨格（匡l立科学博物館）

1996 4 25 Mesoplodon ste;negeri F 513 新潟県 中頚城 大潟町 潟町 妊娠（胎児体長140cm)全身骨格（国立科学博物館）

1996 4 ワワ Mesoplodon sre111egeri F ’〉 北海道 茅部郡 南茅部町 頭骨（北大→国立科学問物館）

1996 8 ヲヲ M目。plodunste1negeri M 384" 青森県 青森市 フエリー偉頭 頭骨（国立科学博物館）

図 l 小木町に漂着したオウギハクジラ属の個体．サ

メの噛み痕である可能性がある腹側の弧を描いた

傷跡に注意． （野田栄吉氏撮影）

Fig. I. A carcass of stranded Mesop/odon sp. Note number 

of arcuate scars, possibly caused by sharks. (Photo by 

Mr. Eikichi Noda) 

って死後漂流中に噛まれた可能性も考えられる

2. 1996年 4月 10日 新潟県西頚城郡能生町筒石で発

見のオウギハクジラ（雄、体長 517cm、死亡漂着）

図 2 写真から推定される噛み痕と思われる傷の大き

さ（体長約 Smの個体であるとして，図は渡辺芳

美画）

Fig.2. Size estimation of the bite-like scars based on the 

photograph (assuming the body l巴ngthwas ca. Sm, 

illustration by Yoshimi Watanabe). 

調査開始時にはかなり砂に埋もれており、腐敗がか

なり進んでいた．左側面を上にしていたこの個体の左

胸には、丸い木製の棒が刺さっていると見えたが、剥

皮を進めていくと断面が円形（径約 3cm）の木製の槍
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1 9 9 6年春のメソプロドン漂着

図 3 能生町筒石に漂着した雄のオウギハクジラに刺

さっていたポール．

a）ポールの一部は体表にでていたが、皮膚を貫き肋

聞を抜けて横隔膜に覆われた腹部内臓に刺さ って

いる．

b）肋骨を取り去ると横隔膜に覆われた腹部内臓に刺

さっていることがよくわかる 手前は肺．

c）横隔膜を取り除いたところ．腸間膜や腸を貫いて

先端は反対側の脂皮に達していた．

図 4 刺さっていたポール． （新潟水族館所蔵）

Fig.4. The pole. 

のようなもの（測量用のポール？）が刺さっており、

その一端が数 cm 露出していたことが判明した．左胸

部から刺さ ったこの木製ポールは肋聞を抜けて横隔膜

を貫き、腸間膜や腸をも数カ所で貫通して右側の皮膚

の裏に達している（図 3,4). 

死後の経過時間が長く、マリ ンピア日本海の進藤順

治獣医師が病理剖検を試みたが病理診断は不可能との

Fig.3. A male Stejneger’s beaked whale being stuck with a 

spear-like wooden pole. 

a) The pole penetrating skin, blubber, and abdominal 

viscera covered by the diaphragm through the 

intercostal space. 

b) After the ribs were removed it was clearly seen to 

pierce the diaphragm. 

c) Mesenteries and intestine were pierced and the tip of 

the pole stopped in the blubber of the opposite side. 

図 5 大潟町に漂着した雌のオウギハク ジラの子宮か

ら発見された胎児．

Fig.5. A foetus found in Stejnegr’s beaked whale found 

stranded in Ogata圃 machi,Niigata-ken. 

判断で、このポールと死因の関係、刺された時期の特

定は不明である．

3. 1996年 4月 25日 新潟県中頚城郡大潟町に漂着

したオウギハクジラ （雌、体長 513cm、死亡漂着一

漂着後死亡という情報もある）

これまでにも 4月後半から 5月はじめにかけてはオ

ウギハクジラの新生児の漂着もあり、この種がこの時
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期に出産している可能性もあるので、そのまま国立科

学博物館に輸送し、東京大学農学部の上塚浩司獣医師

に剖検と病理学検査を依頼した．推測された通りこの

個体は妊娠していたが、胎児は脱水がひどく体長の割

に体重は軽く、体表は部分的に融解していた．体長は

約 140cmである（図 5).

オウギハクジラの胎児のデータは非常に少ないが、

セト研で把握しているオウギハクジラの胎児の体長は

図6に示した．ただし、計測データは l月末（140cm）、2

月末（170cm）、 4月末（220cm）の個体が各 l体であ

り、 3月末（200cm）の個体は推定値なのでデータの質

・量ともに不十分で、あくまでも参考にとどめる必要

がある．

4月中旬に採集したこの個体の 140cmという体長は、

このプロ ットによる限り l月末の体長に相当し、期待

される体長よりもはるかに小さい． また体の 1部が融

解していたことと、異常に軽い体重などを勘案すると

この胎児は胎内で妊娠期間中に死亡していた可能性が

高い．仮にこの成長曲線に当てはめると死後 3カ月近

く胎内にあって次第に脱水が進み、 l部では融解が始

まっていたという推測もできる．

この母ク ジラについては不確実であるが発見時には

生きていたとの情報もある．この個体の死因は確定で

きなかったが、死亡胎児が長期間胎内にとどまってい

たことが死因にある程度の関連があった可能性も考慮

する必要があろう．
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図 6 オウギハクジラの胎児の成長曲線．

4月末に発見された問題の胎児の体長は l月末

の胎児の計測例の体長にほぼ一致する（個体数が

少ないのであくまでも参考にとどめられたい）．

Fig.6. Growth curve tentatively drawn based on extremely 

limited number of data. Body length of the foetus in 

question found in April is almost identical with that of 

foetus found in January. 

山 田 格

まとめ

冬季の日本海におけるオウギハクジラの漂着は報告

されているだけでもかなりの数にのぼり、時期が限ら

れているこ とと、 死亡個体数の多いことが問題である．

Honma and Yamada ( 1995）は、漂着個体の一部はかな

りの老齢個体であることが推測されることから、身体

的に強健でない個体が冬季の北西の季節風に伴う荒天

の影響で死亡し、海岸に吹き寄せられる可能性を指摘

している．セト研の調査開始当時は、オウギハクジラ

が冬から春にかけて繁殖、出産、育児のために日本海

に南下しているという仮説が想定されたが、島田（1995) 

によれば、夏季にも日本海に楼息している本種と見ら

れる個体群が目視されており、必ずしも全体が回避し

ていると考えることはできない．それにもかかわらず

冬季以外の死亡漂着例が希有であることは、夏季の死

亡個体数がきわめて少ないか、死亡しでも死体が日本

列島に漂着しない可能性が考えられる．今後も 日本海

側各地の漂着例の調査を継続し、漂着個体の年齢組成

や死亡原因などを明らかにする一方、 対岸諸国での漂

着データの収集を行い、漂着頻度の季節変動を明らか

にしていくことが必要であろう．

本論では事故あるいは死胎に起因する死亡を示唆す

る例や、死亡漂着後に蒙った可能性もあるが、明らか

に人為による傷害あるいは損壊例を紹介した．漂着個

体の調査件数が増えてくると今後も特殊な例が見られ

る可能性が高くなるのではあるまいか．
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