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Since I started working at the National Science Museum I have visited museums around the World to study 

cetaceans. In 1994 autumn, I traveled both American continents to observe and measure ziphiid skulls, especially 

those of Mesoplodon (by a grant合omthe Ministry of Education) . The trip started from Fairbanks (Alaska), 

and proceeded southward along the Pacific coast through Vancouver (British Columbia), Victoria (British 

Columbia), Seattle (Washington), Arcata (California), San Francisco (California) and Los Angeles (California). 

I tried to find chances to visit whaling museums or whale/dolphin watching cruises during weekends. Killer 

whales in Johnston Strait, blue whales, common dolphins, and northern elephant seals near Channel Islands, 

southern right whales and southern elephant seals in Peninsula Valdes, Argentina were the cetaceans and 

pinnipeds I encountered in these seas. 

国立科学博物館に籍を移して以来、海外の博物館を

訪ねる機会が増えた．その目的の一つがオウギハクジ

ラの頭骨標本の調査である．日本海のオウギハクジラ

(Mesoplodon stejnegeri） は日本海セトロジー研究グル

ープのキーワードの一つであるが、 1980年代末までは

オウギハクジラの標本は日本にはほとんどなく、ベー

リング海あるいはアリューシャン列島周辺などで多く

知られていた．つまり、この種に関する記載は合衆国

やカナダで収集され保存されている標本によって行わ

れてきたということになる．

1960年にわが国で最初の Mesoplodon s吋negeriが秋

田で発見され、その後も散発的に漂着や混護が報告さ

れているが、むしろこれらの個体は偶発的に日本海に

入ったものとでも考えざるを得ない状況であった

(Nishiwaki, 1962; Nishimura and Nishiwaki, 1964) .し

かし、 80年代末以降日本海セトロジー研究グループの

データ収集により、本種は日本海を代表するといって

も差し障りのないような状態であることが次第に明ら

かになってきた．もしも日本海固有の個体群が存在す

るとすれば、アリューシャン列島やアメリカ大陸北部

西岸に漂着する個体の属する個体群との対比が問題に

なる.1994年 9月から合衆国とカナダを訪ねたのは太

平洋の東側で収集されたオウギハクジラの標本を調査

することが主たる目的で、合衆国アラスカ州からカナ

ダのブリティッシュコロンビアへ、再び合衆国に入っ

てワシントン州からカリフォルニア州をめぐり大学や

博物館に収蔵されている標本の計測を行った．同時に

大西洋や南半球のオウギハクジラ属をも対比するため

いくつかの博物館やプライベートコレクションをも訪

ねた．また標本を見ることが難しい週末には、できる

限りウォ ッチボートに乗ったり、捕鯨史などの博物館、

あるいは水族館・動物園などを訪ねた．今回は博物館

で出会う骨になってしまったクジラたちと、本来の棲

息地で生き生きと活動しているクジラたちの姿を紹介

することにした．

博物館で会うクジラ

1994年秋、文部省在外研究員として南北アメリカ大

陸の博物館を歴訪し、オウギハクジラ属を中心とする

アカボウクジラ科鯨類の骨格（特に頭骨）標本の調査

を行う機会を得た．アラスカからはじめて北米大陸の

太平洋沿岸を南下しながら各地の標本を見ていくとこ

の地域に漂着するオウギハクジラ属の分布の実態がお

ぼろげながら見えてくる．北米大陸太平洋岸で知られ

ているオウギハクジラ属の種はオウギハクジラ

( Mesoplodon stejnege1’i）、ハッブスオウギハクジラ

(Mesoplodon carlhubbsi）、コブハクジラ（Mesoplodon 

densirostris）、イチョウハクジラ （Mesoplodonginkgodens) 

そしてニュージーランドオウギハクジラ （Mesoplodon

hectori）であり、奇しくもーあるいは当然ながらーわ

が国で知られている種とほジ一致する．
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最初に訪ねたアラスカ大学の標本はオウギハクジラ

2例のみであったが、ブリティッシュコロンビアでは

オウギハクジラ 4例にハッブスオウギハクジラが5例．

シアトルの国立海接晴乳類研究所にはオウギハクジラ

のみ 4例が収蔵されているが、その大半はアリューシ

ャン列島、それも主としてエイダック（Adak）島で収

集されたものでありシアトルの地理的位置との関連は

薄い．次いでカリフォルニア州北端近くのアーケイタ

(Arcata）という小さな町にあるフンボルト州立大学

で、オウギハクジラ 2例とハッブスオウギハクジラ 6

例を、サンフランシスコとその周辺では、カリフォル

ニア科学アカデミーでハッブスオウギハク ジラ 7例と

コブハクジラ 3例、カリフォルニア大学パークレー校

ではハッブスオウギハクジラ 3例を見ることができた．

さらに南下してロスアンジェルス郡立博物館では、ハ

ッブスオウギハクジラ 5例とオウギハクジラ 4例を見

た．イチョウハクジラはカリフォルニアに漂着した例

がスミソニアンにある．これらの標本の密度などから

直感的に判断すると北米大陸西海岸のオウギハクジラ

属は、オウギハクジラが最も北に分布し、カナダと合

衆国の境界付近を境にハッブスオウギハクジラが、 カ

リフォルニア州中央部以南ではコブハクジラが分布し、

イチョウハクジラはカリフォルニア州中央部以南に偶

発的にそしてニュージーラン ドオウギハクジラがきわ

めて稀に漂着するものと考えられる．

わが国では、これまで確認した限りでは日本海側各

地にはオウギハクジラ、静岡以東の太平洋側にはハッ

ブスオウギハクジラ、イチョウハクジラとコブハクジ

ラは太平洋側の南の方に漂着している．最近になって

北海道のオホーツク海沿岸あるいは道東の太平洋沿岸

にもオウギハクジラの漂着が把握されるようになって

きた．また、国立科学博物館に歯だけが残されている

金華山沖で捕聾されたという種不明のオウギハクジラ

属の標本もオウギハクジラの可能性がありオウギハク

ジラは日本列島の日本海側だけでなくオホーツク海か

ら太平洋側金華山沖付近までは分布している可能性も

考慮する必要がありそうだ．

海で会うクジラ

上述のように週日は博物館に標本庫を訪ねる日程を

組んだ．週末は建物や標本庫の鍵を貸してくれるよう

なところでないと、管理者に週末出勤を強要すること

になる． こちらも標本庫ばかりではせっかくの海外訪

問がもったいないような気もするので週末はできる限

りホエール（ドルフィ ン）ウォッチングなど自然や自

然を愛する人々に触れる機会をもつように努力した．
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ジョンストン海峡のシャチ

合衆国ワシントン州からアラスカにかけて、シャチ

は多くの人々に愛されており、ウオッチングボートも

多い．なかでもカナダ、ブリティッシュコロンビアの

パンクーパー島と本土の聞のジョンストン海峡はシャ

チを見るには最適だ. 1994年 10月、テレグラフコー

ブ（TelegraphCove）から出航してシャチを探し求めた．

この年は日本から NHKのチームがシャチの撮影に来

ていたが結局撮影できずに帰国したという年で、とに

かくシャチがいないという．延々と海峡を北上し、 そ

ろそろ帰途につくため回頭しなければならないという

アナウンスに船内の雰囲気が暗くなったとき三頭のポ

ッドに出会った（図 l、2). その後、名高いポール ・

スポング博士のオルカ・ラボを訪ね水中マイクのカマ

イルカの鳴音を聞きながら一泊した．翌朝には前日ボ

ートから見たAポッドがラボの前の水路を通りポール

達は興奮した面もちで望遠鏡にとりついていた．毎日

をこのように過ごし、水中音の録音だけでなく水中カ

メラ 4台で毎日 24時間ビデオ撮影を続けるというしぶ

とさにはまいったが、単にその映像を見るだけでも何

回も生まれ変わる必要があ りそうで、 実際のデータ処

理をどのようにしているのか訊ねてみたが答えはどう

も要領を得なかった．

チャネル諸島近海のシ口ナガス

夏の間口スアンジェルス周辺から出航するシロナガ

スウオッチングでは、摂餌海域でのシロナガスを見る

ことができる.1994年 10月の土曜日、どうにかコン

ドルという船をさがしあて、半ば眠りながらレンタカ

ーで未明の道をサンタバーパラに向かった．夜明けと

ともに船出してシロナガスを求めて出航した． 前年、

見たこともないシロナガスの実物大模型を国立科学博

物館本館前に作る羽田にな り、 さんざん苦しめられた

シロナガスを見ずにはいられない．例年はもう遅すぎ

る時期ということであったがこの時は運よくシロナガ

スに巡り会うことができた （図 3・5）.明け方から海に

出て日没まで、数頭の群、単独の個体、あわせて 15頭

弱に遭遇した．摂餌海域なので糞もする．オキアミを

食べた彼らの糞はオキアミ色である（図 6).ウォッチ

ボー トの船長は博物館や大学の研究者達と協力して様

々な研究にも関与しているという．この海域ではマイ

ルカ（図 7）やハナゴンドウなどのイルカのなかま、

カリフォルニアアシカやキタゾウアザラシなどに遭遇

することもある．
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博物館で会うクジラ、 海で会うクジラ

図 1

図5

図 l Aポッドの息子シャチ（ジョンス トン海峡）
Fig. I. A young male killer whale of pod A (Johnston Strait) 

図 4 大きな噴気を終えた直後のシロナガスクジラ 想像し
ていたよ りも逢かに頻繁に胸ビレを動かしていたこと
が印象に残る（チャネル諸島付近）．

Fig.4. A blue whale just after the big blow. It was 1mpress1ve 
that movements of her flippers were so frequent (off Chanell 

lslands) 

図 2 Aポッドのシャチ達（ジョ ンストン海峡）．
Fig.2. Killer whale family of pod A (Johnston Strait) 

図 3 シロナガスクジラとの最初に遭遇した時の噴気. 3頭
の群（チャネル諸島付近）．

Fig.3. Blows at my first encounter with the blues, a pod of three 
(off Chanell Islands) 

図 5 数回呼吸を繰り返すとシロナガスは深く長い潜水には
いる．この時尾びれを高く上げて潜水する（チャネル
諸島付近）．

Fig.5. After several breaths a blue whale make abig dive with 

her flukes thrust high upon the air (off Chanell Isl加の）

図 6 オキアミ色のシロナガスの糞 （チャネル諸島付近）
Fig.6. Feces of the blues were orange in color with krill remains 

(off Chanell Islands) 
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図7

図9

図 lI 

図 7 マイルカ．百頭をこえる群の先駈け（チャネル諸島付
近）．

Fig.7. A common dolphin. Soon after this, a school of more 

th飢 hundredfoll wed (off Chanell lslands) 

図 8 パルデス半島で撮影したミナミゾウアザラシ．近づく
と眼で追ってはいるが特に逃げるでもなくドテッと寝
たきり（プンタ ・ロボ）

Fig.8. A male southern elephant seal in Peninsula Valdez. H巴

is watching us now創】dthen but almost indifferent ( Punta 

Lobo) 

図 9 図 8と閉じ個体を「ヤラセ」撮影中のクラウディオ・
カンパーニャ博士（プンタ ・ロボ）．

Fig.9. Dr. Claudio Campagna pretends to take a photo of the 
same individual for a video clue (Punta Lobo) 
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図8

図 IO

図 12

図 10 ブリーチングするミナミセミクジラの赤ちゃん（ヌ
エボ湾）．

Fig.10. A breaching baby southern right whale ( Golfo Nuevo) 

図 lI ゆったり泳ぐミナミセミクジラの母子連れ （ヌエボ
湾）．

Fig.11 A mother and calf pair swimming slowly ( Golfo 

Nuevo) 

図 12 これはボート側が過剰接近したのではなく 停止中
のボー トを見物に近寄っていく ミナミセミクジラの赤
ちゃん（ヌエボ湾）．

Fig.12. Not an extreme approach by the skipper, but a cunous 

baby southern right whale watching a watching boat ( Golfo 
Nuevo) 
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博物館で会うクジラ、海で会うクジラ

バルデス半島先端、ロボ岬（Punta Lobo）での

ミナミゾウアザラシ

1994年 ll月、国立パタゴニア研究所でミナミゾウ

アザラシを観察しているクラウディオ・カンパーニヤ

博士の案内でミナミゾウアザラシのホールアウトを見

た．交尾期が終わり、ブルは大半ルッカ リーを去って

アザラシ達もどこかのんびりした感じで、落ちついて

見ることができた（図 8）.ちょうどペルーのビデオ撮

影クルーと BBCのディレクタ一氏も訪問中で、クラウ

ディオはなかば 「やらせJで写真撮影をして見せてい

る（図的．

パルデス半島南側、ヌエボ湾（GoIf o Nuevo) 

でのセミクジラ

南半球の春、ブエノスアイレスから空路トレレウ

(Trelew）まで飛んで、ウオッチングの町プエル トマ

ドリン（Puerto Madryn）に泊まれば、パルデス半島の

基部プエルトピラミデス（Puerto Piramides）の船着場

までパスで往復できる．ヌエボ湾は深く湾入し水深が

浅いので出産と子育てに最適でセミクジラの赤ちゃん

がさかんにブリーチングする（図 10）.母親はやんち

ゃな子クジラをウォッチングボー トに近づけまいと努

力している（図 1I) .ウォ ッチング産業と鯨類の福祉

は最近とみに話題になっているが、少なくとも当時の

ウオッチングボートは競ってセミクジラの親子に殺到、

どこまで寄れるかが船頭の評価を決める状態だ、った．

しかし、赤ちゃんクジラは興味津々ボートに大接近で

ウォッチング客は大喜びだ．国立パタゴニア研究所で

はすでにウォ ッチングが鯨類に及ぼす影響評価を始め

ていた．それによればセミク ジラ達の繁殖海域がヌエ

ボ湾の外に移動しており、 クジラ達はボートを避けて

いる可能性があるとのことだ、った．

む す び

筆者は解剖学を専攻している．海の晴乳類の骨や筋

あるいは神経などの形態をヒトを含む陸の晴乳類と対

比して海の晴乳類の特徴をつかもうとしている．これ

らの形態が泳ぎ方などの生き方をどのように反映して

いるかはおおいに関心のあるところである． 日頃は主

として死体や骨格と接している身だが、大海原のうえ

で淡々と生きている彼らの姿を見ることによって頭も

心も再起動ボタンを押されたように感じた．
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