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要約

日本鯨類研究所ス トランディングデータベースに登録

されている日本海側の鯨類の漂着（漂流）、迷入、混獲

例のうち、1901年から1998年までの記録で鯨種判定精度

の高いと思われる532件の情報を利用して、その鯨種と

季節的な特徴を調べた． 日本海のストランディングレコ

ードに占める鯨種は、ハクジラでは20種450件の記録の

うちカマイルカ、オウギハクジラ及び種不明オウギハク

ジラ属、イシイルカ、スナメリの順に記録が多かった．

ヒゲクジラは6種82件の記録があり、ミンククジラが圧

倒的に多かった． これらの種のうち、 カマイルカ、ミ ン

ククジラは混獲されやすい種であるのに対し、オウギハ

クジラ属及びイシイルカは、混獲されにくい種と考えら

れた 日本海側のストランディングは 1月から 5月に多

く、 7月からll月に少ないことが特徴的で、この傾向は

混獲、漂着ともに同様であった．この季節的傾向は、カ

マイルカ、ミンククジラ、イシイルカ等、夏に北上回避

を行う種にストランディングが多いこと、季節による水

温や海況の差が大きいことが、 主な要因であると考えら

れた．迷入を含む漂着個体の発見時生存率は、 7月から

10月にかけて生存率が高く、それ以外の季節では極端に

低いことから、水温や気温が衰弱個体の生存に大きく関

わっていることを示唆した．

ABSTRACT 

Institute of Cetacean Research (ICR) started to collect 

marine mammal stranding and incidental catch record on the 

coast of Japan 什om1986. ICR Stranding Database includes 

nearly two thousands records until I 999. This report 

describes species and seasonal analysis of 532 records of 

whales which species were confirmed in the Sea of Japan. In 

the tooth whales listed 450 records of 20 species, the most 

什equentspecies in the Sea of Japan was Pacific white sided 

dolphin (145 records) and followed by Stejneger’s beaked 

whal巴（54records), unidentified Mesop/odon species (54 

records), Dall’s porpoise (47 records) and finless porpoise 

(29 records). In the baleen whale listed 82 records of 6 

species, minke whale was the most dominant species (70 

records) in the Sea of Japan. Records of Stejneger’s beaked 

whale and Dall’s porpoise suggested that these species were 

seldom entangled by coastal set net. The seasonal character 

of records in the Sea of Japan is high frequency from 

January to May and low from July to November. This 

feature was common in both stranding and incidental catch. 

It was considered that seasonal distribution of Pacific white 

sided dolphin, Dall’s porpoise, minke whale and possible 

Stejneg巴r’sbeaked whale caused such a change of frequency. 

Survival rate of stranded whales found to be alive was high 

in July-October, whereas extremely low in other months, 

which suggested close relation between survival rate and air 

and water temperature. 

はじめに

海産晴乳類が生きたまま座礁したり、死体が漂着した

り、あるいは本来の生息域から離れ河川などに迷入する

現象を総称してス トランディング Strandingと呼ぶ．単

独のストランディングの多くは健康上の理由が主と思わ

れるが、群が集団で座礁してしまうマス ・ストランディ

ングの原因については、地磁気説、地形説、 寄生虫説な

ど様々な推測がされているものの、未だに多くの謎を残

している（Odell, 1987等）．これらス トランディングす

る個体の情報を収集することは、海産晴乳類の生態学的、

生物学的研究に大きく貢献するばかりでなく、彼らが食

物連鎖の頂点に立つ動物ゆえに、海洋環境の変化を知る

ための指標としても価値が高い．また同様の理由によ り、

日本の沿岸に多く設置された定置網や刺し網などによっ

て混獲される海産晴乳類からも、沿岸に生息する生物の

貴重な情報を得ることが出来る．

日本鯨類研究所では、その前身である鯨類研究所時代

の1986年より、混獲を含む日本沿岸のス トランディング

レコードの収集を積極的に行って来た．近年では国立科
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ハクジラ類（20種450件）：

マッコウクジラ Physeter macrocephalus 

コマツコウ Kogia breviceps 

オガワコマツコウ Kogia simus 

シロイルカ DelJフ＇hinapterusleucas 

ツチクジラ Berardius bairdii 

アカボウクジラ Ziphius cavirostris 

オウギハクジラ Mesoplodon stejnegeri 

ハッブスオウギハクジラ Mesoplodon 

オキゴンドウ Pseudorca crassidens 

シャチ

コビレゴンドウ

シワハイルカ

カマイルカ

マイルカ

ハンドウイルカ

ハナゴンドウ

スジイルカ

イシイルカ

ネズミイルカ

スナメリ

台l石川

学博物館と協力体制を組み、毎年100件を越える情報が

集積されている．これまでに収集された資料は1991年よ

りデータベース化が始まり、その大部分は現在国立科学

博物館のインターネットホームページ上で公開されてい

る（http:/1202.233.196.74/db _html/index.htm) . 

本報は、日本鯨類研究所ストランディングデータベー

スに登録されている情報を用いて、日本海側の鯨の生態

と、その季節的な特徴を分析したものである．

car/hubbsi 

Orcinus area 

Globicepha／αmacrorhynchus 

Steno bredanensis 

Lagenorhynchus ob/iquidens 

Delphinus de/phis 

Tursiops truncatus 

Grampus griseus 

Stenella coeru/eoalba 

データベースに記録された日本海側の鯨種には、他に

シロナガスクジラ、イワシクジラがあげられるが、両種

とも種判定の信頼性に乏しく今回の解析には使用しなか

った．特に富山湾を中心とする漁業関係者はミンククジ

ラをイワシクジラと呼称するのが一般的で、おそらく過

去におけるイワシクジラの記録のほとんどはミンククジ

ラを示していると推定される．また、上記の鯨種のうち

コククジラ（M-088,960516，北海道）、ザトウクジラ（M・

001, 861212，富山）、シャチ（R0-406,46？？？？，福岡）、シ

ワハイルカ（R0-300,910616，福岡）、セミクジラ（RM・

039, 8206？？，新潟）、ニタリクジラ（M・137,980820，山口）、

ハッブスオウギハクジラ（0-260,940406，青森）、シロ

イルカ（R0-038,791026，京都）、マッコウクジラ（0-585,

981001，山口）については共に l例のみの記録であり、

日本海側では稀な種と考えられる．イシイルカは体色型

が判明している記録ではすべてイシイルカ型 （Da//i-

type）であった．

同様の手法で太平洋側の鯨種を見ると、ハクジラ類

は27種と日本海側より 7種多く、イチョウハクジラ

Mesoplodon ginkgodens、カズハゴンドウ

e/ectra、ユメゴンドウ Feresa attenuata、

カ Lagenodelphishosei、マ夕、ライルカ Stenellaattenuata、

ハシナガイルカ Stenella longirostris、セミイルカ

Lissodelphis borealisが追加される．ヒゲクジラ類ではイ

Phocoenoides dal/i 

Phocoena phocoenα 

Neophocaena phocaenoides 

日本鯨類研究所ストランディングデータベースに登録

されている記録で、 1901年から1998年までの日本海側（他

海域に接続する海峡では地理的に日本海に近い場所を含

む）における鯨類の漂着、漂流、迷入及び混獲情報のう

ち、種判定精度の評価がAないしはBとされた532件の

情報を利用したこの鯨種判定精度の評価は、日鯨研も

しくは海産晴乳類の研究に関わる者が鯨種を判定し、鯨

種判定の信頼性が高いことを示している．基本的には種

レベルでの同定を前提とするが、外部形態のみで判定が

難しいオウギハクジラ属及びコマツコウ属については、

属レベルでの判定でも上記の評価を与えている．ストラ

ンディングの形態による内訳は、漂着（漂流を含む） 315 

件、マス・ストランディング6件、迷入19件、混獲177

件、不明15件であった．また他海域との比較のために、

同条件で抽出された太平洋側の記録659件を利用した．

なお以下の文中で特に断りのない場合は、漂流、迷入及

びマス・ストランディングは漂着と総称する．文中取り

上げる具体的な事例については極力データを注釈で示し

た（登録番号，年月日，都道府県）．詳細な情報は国立

科博ホームページ、鯨研通信のストランディングレコー

ド欄、鯨研叢書 （石川、 1994）等で参照されたい．

材料と方法

結果と考察

1：日本海側で記録された鯨種

日本海側において漂着及び混獲が記録された鯨種を以

下に示す．和名、学名は粕谷と山田 (1995）に従った．
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ヒゲクジラ類（6種82件）

セミクジラ

ナガスクジラ

ニタリクジラ
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日本海の鯨類のストランディングレコード

ワシクジラ Balaenopteraborea/isが追加されるが、ナガ 可能性を示唆している．

スクジラは現在までに信頼できる情報は記録されていな

い．両海域以外では、 他に東シナ海でコブハクジラ

Mesoplodon densirostris、 l例のみだが大阪湾でホッキョ

ククジラ Balaenamysticetus (RM・008,690623，大阪）の

例がある．これらの鯨種は希有な例を除けばほぽ日本近

海の鯨類相を代表していると言えるが、シロナガスクジ

ラなどの大型ヒゲクジラ類は、日本の沖合に生息はして

いても沿岸に近づくことは稀で、漂着、混獲共に極めて

少ないと考えられる．

2：漂着、混獲の鯨種別海域別比較

表 lに記録の多い鯨種を太平洋側の記録と共に示し

た．日本海側で記録の多い鯨種としては、カマイルカ (145

件）、オウギハクジラ（54件）と種不明のオウギハクジ

ラ属（54件）、ミンククジラ（67件）、イシイルカ（46件）、

スナメリ（29件）の順になる．このうち種不明オウギハ

クジラについては、これまで日本海側で種の同定がなさ

れたオウギハクジラ属のほとんどすべてがオウギハクジ

ラであることから、同種である可能性が高い（山田、

1998）.太平洋側ではスナメリの記録が突出しており、

アカボウクジラ、ハナゴンドウの記録が多いのが特徴で

ある．上位5種が全体に占める割合は日本海側が75.6%、

太平洋側が63.4%と、日本海側の方が高かった．混獲と

漂着の比率は、日本海側は漂着の割合が65.6%で、太平

洋側（68.8%）との差は見られなかった．各鯨種をスト

ランディングの形態別に見ると、オウギハクジラを含む

アカボウクジラ科鯨類はほとんどが漂着の記録で混獲の

記録に乏しく、イシイルカも同様の傾向が見られる．ス

ナメリは漂着数が混獲数の2倍あるが、沿岸性の強いス

ナメリについては、混獲に起因する漂着の可能性を否定

できないので注意が必要である． 一方ミンククジラは混

獲の割合が漂着よりかなり高い．カマイルカ、ハナゴン

ドウは両者に差が見られないが、 一般に混獲の情報は漁

業者に限定され、漂着と比較して情報が集まりにくい点

を考慮すれば、これらの種については混獲されやすい種

と見るのが妥当だろう．鯨種によって混獲されやすさが

異なる原因は、体長や餌の曙好性だけでは説明がつかな

い．イルカ類については、例えば若狭湾ではカマイルカ

が短期間に多数混獲される事例が何度かある (1976年4

月、’77年4月、＇91年 1月、 5月）ことから、集団で沿

岸に接近する種に混獲されやすい可能性があるが、結論

するにはより詳細な検討が必要だろう ミンククジラに

ついては、 石川 (1994）は混獲個体の体長が共通して小

さく、漂着にも同様な傾向が見られることから、網に入

りやすい未成熟個体が成熟個体より沿岸に多く分布する

表 1 日本海側及び太平洋側における、漂着、混獲記録

が多い上位5種．合計は全種の合計（ストランディ

ング形態不明例を含む）．

日本海側 太平洋側

1 カマイルカ（73/72) スナメリ（37/155)

2 オウギハヶγう属（5/103) ミンククジラ（48/24)

3 ミンククジラ（50/17) アカボウクジラ （3/47) 

4 イシイjレカ（6/40) カマイルカ (16/33)

5 スナメリ (10/19) ハナゴンドウ（23/27)

合計 532 （混獲178／漂着340)659 （混獲201/漂着443)

3：日本海側のス トランディングの季節的特徴

図1に日本海側と太平洋側の漂着 ・混獲の季節的な変

動を示す． 日本海側では、混獲、漂着ともに冬から春に

かけて多く、夏から秋にかけて少ない事が大きな特徴で、

漂着は 1月～6月に多く、混獲は 1月～ 5月に多い．一

方太平洋側では、混獲においては同様の傾向が見られる

ものの、漂着は季節的な変化が少なく、むしろ4月～6

月に多く 2月に最も少ない．
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図 1 日本海側及び太平洋側の漂着 （黒棒） ・混獲（斜

線棒） の月別件数及び漂着個体発見時の生存率（折

れ線）． 迷入及び漂着形態不明の記録は漂着と して

計数した．
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漂着における両海域の傾向の違いは、主にそれぞれの

海域に生息する鯨種の生態を反映していると考えられ

る 図2に日本海における主要漂着5種の月別件数を示

した．カマイルカ、オウギハクジラ属及びイシイルカの

漂着は冬から春にかけて集中しており、ミンククジラの

漂着も少ないながら見られるが、夏にはまったく記録が

ない．このうちカマイルカ、イシイルカ、ミンククジラ

の3種は、春から夏に日本海を北上しオホーツク海へ移

動すると考えられており（Ohsumi,1983；大隅、 1986; 

Miyashita and Kasuya. 1988；石川、 1995b）、真夏の日本

海側での分布そのものが少なくなると考えられる．オウ

ギハクジラについても季節変移の類似性から、同様の北

上回遊があるか、あるいは同じ日本海内で沖合へ移動す

ること等が推測できるが、現在のところ断定する証拠は

得られていない（山田、 1998）.また、荒天の多い冬の

日本海の海況も、死体を漂着しやすくする要因である．

これに対して太平洋側では、記録数が最も多いスナメ リ

は繁殖期を迎える 5月に漂着が最高になる．ミンククジ

ラ、カマイルカは日本海側と同様に夏に記録が激減する

が、ハナゴンドウは逆に夏に漂着が多く、アカボウクジ

ラは季節的な特徴に乏しい（石川、 l995a, b）など、日

本海側に比べて鯨種の多様さが漂着の季節的傾向を見え

にくくしている．

両海域で混獲の記録が夏に少ないという共通点につい

ては、複合した要因が考えられる．第一に混獲されやす

い鯨種の季節的な特徴を反映していることがあげられ

る．例えば前述のカマイルカ、ミンククジラの他に、ネ

ズミイルカなどの種も、混獲されやすい種としてあげら

れるが、これらの種は夏には日本沿岸での分布が限定さ
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図2 日本海側の主要漂着5種（カマイルカ、オウギハ

クジラ属、イシイルカ、スナメリ、ミンククジラ）

の月別件数．迷入及び漂着形態不明の記録は漂着と

して計数した．

石川 創

れる．第二に主要な混獲要因である大型定置網の稼働状

況を反映している可能性が高い．例えば大型定置網での

主要対象魚種のひとつにブリがあげられるが、その漁獲

は冬期に集中するため一般的にブリ定置網は夏期に稼働

していない（日本定置漁業協会、1978.1979）. 全国の定

置網の稼働状況を正確に把握できないので一概には言え

ないが、免許条件や漁獲高の関係から、北海道のサケ定

置網など夏期に来遊する魚種を目的とする網を除けば、

夏場に定置網を設置しない地域も多いようである（日本

定置漁業協会、私信）．

4：ストランディング個体の生存率

図1中の折れ線グラフは、漂着ないしは迷入個体を発

見した時の生存の割合を示している．この生存率は、た

とえ漂着時に生存していても発見までの時間がかかれば

当然死亡してしまう確率が高まるので、数値は実際の生

存の割合より明らかに過小評価になるが、海域や季節の

比較には有効と思われる．

太平洋側では、10月が最も高いものの季節的な傾向が

あまりはっきりしないのに対し、日本海側では、 7月か

ら10月にかけて生存率が5割を越え、それ以外の月では

生存率は極端に低い．平均生存率は太平洋側の34.1%に

対し、日本海側では18.2%とかなり低い 日本海側にお

けるこれらの特徴は、おそらく海水温と海況の季節差が

大きいことが主な要因と考えられる．真夏と真冬の平均

水温を両海域で、比較してみる（図 3）と、例えば能登半

島で、は水温差が16℃に達するが房総半島では10℃前後

と、太平洋側より日本海側のほうが季節による水温変化

がかなり大きい．加えて前述のように、もともと日本海

側で、は冬期に漂着が多い上、たとえ漂着時に生存してい

ても、冬の日本海の荒天と低気温は、漂着個体にとって

発見されるまでの生存には不利であろうと考えられる．

生存率を種別に見る（図4）と、例数は少ないものの

マイルカ、オキゴンドウが40%を超える高い生存率を示

し、次いでイシイルカが30.2%であるのに対して、カマ

イルカは5.5%と極めて低かった．冬期に漂着が多い個

体の生存率が低くなるのは当然であるが、イシイルカや

大型のオウギハクジラ属よりもカマイルカの生存率が著

しく低いことは、この種が漂着によって引き起こされる

ストレスに極めて弱いか、生きて漂着することが極めて

少ないといった特徴をもっていることを示しているのか

もしれない マイルカ、オキゴンドウの2種の生存率が

高いのは、真冬の漂着が少ないことも一因と考えられる

が、両者とも暖海の外洋種であることは、ストランディ

ング生存率が高いとされるスジイルカ、マダライルカ等

（石川、 I995b）と共通している．

。百
句
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日本海の鯨類のス トランディングレコード

8月2月

図3 冬期（左図； 2月）及び夏期（右図； 8月）における日本周辺の平均海面等水温図．気象庁海洋気象

部 (1989）を改変．
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図4 日本海側で漂着する鯨類の発見時生存率．記録が10件以上の種を集計．迷入及び漂着形態不明の記録

は漂着として扱い、生死の記載が不明の記録は死亡として扱った．グラフ右側の数字はデータ数を示す．
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石川｜

5：今後の課題

今回示した比較解析は、長年にわたり蓄積された情報

と文献をもとに構築されたデータベースが基礎となって

いる．しかしながらこのデータベースには、情報の収集

努力が全国を均一にカバーしていないという問題点があ

る．すなわち情報提供者が多い地域はデータが多いが、

少ない地域はまったくの情報空白地帯ができる可能性が

あり、限定された地域間の比較や長期的な年変動などの

検討には、まだ信頼性に欠けるのが現状である．よ り精

度の高いデータベース構築のためには、時間的空間的な

情報の空白を埋める努力が常に求められる．

また、漂着鯨類の生理生態の研究には、漂着情報だけ

ではなく現地での生物学的な調査による標本収集が不可

欠である．現地調査で得られる情報は、例えば生殖器官

による繁殖情報、胃内容物による食性、遺伝子分析によ

る系統群識別、病理学的調査による漂着の原因究明、蓄

積された汚染物質の検出など、数多くの成果を生み出す

可能性を持っている．

全国的な視野でストランディング情報を収集し、 生物

学的な研究を行うことは、当然ながらー握りの研究者の

力では不可能である．国立科学博物館が提唱するネット

ワークづくりは、野生動物保護の観点からも、漂着する

鯨の貴重な標本を活用させ日本の鯨類研究を促進させる

意味からも、早急に実現が望まれる．具体的な組織づく

りにはまだ解決しなければならない問題も多いが、多く

の人の手で集められた情報や標本を保管するための受け

皿づくりと、同時に、協力者がこれらの試資料を共有で

きるルールの確立が不可欠であろう．

謝辞：（財）日本鯨類研究所のストランディングレコー

ド収集活動に協力してくれた個人、団体は、現在までに

リストされているだけでも300近い数となっている．改

めてここに感謝すると共に、この場に全員の名前を載せ

られないことをお詫びする．国立科学博物館の山田博士

を始めとするスタッフの方々には、情報や標本の収集に

多岐にわたって協力をいただいている．ここに改めて謝

辞を述べたい．
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