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1988年3月能登半島に現れた珍獣メソプロドンをきっ

かけとして、日本海の鯨研究の狼煙が上がった．同年12

月「夢半島のとJの企画のーっとして、シンポジューム

「日本海と鯨類Jが開催され、その席上で山田先生は日

本海セトロジ一研究グループの結成を高らかに宣言し

た．あれから丸十年、三十人で発足した会は現在百数十

人の会員を擁するまでに成長し、 90年から始まった研究

発表会と総会も本年で十回を数えるに至った．その間山

田先生との別れを経験し、悲しみを乗り越え、佐野修事

務局長を中心に会員の地道な努力により、今日まで存続

し続けてきたことは感慨一入である．発足から十年間を

振り返り、来る二十一世紀に向けてセト研の一層の活躍

を誓いたい．

発端ー偶然のなかの必然

・メソプロドンと山田致知先生ーセ卜研船出

故山田致知金沢大学名誉教授の定年退官を待っていた

かのように日本海のクジラ達が姿を現した．先生が27年

間在籍した金沢大学医学部を退官されたのが1987年3月

末であり、珍種の鯨アカボウ鯨科の一種が能登半島に現

れたのが1988年3月2日であった．翌日の北国新聞夕刊

に載った鯨の写真を見た先生は、「これは一大事Jと早

速新聞社に現物の確保を要請した．しかしすでに解体さ

れ骨は廃棄されたとのことであった．ここで諦めるのが

常人であるが、先生は執助に食い下がり遂に「頭部は防

波堤から捨てたJという事実を掴んだのである．鯨を捕

獲することにも批判的であり、ましてや解体して食する

ことなどもっての外、という昨今の風潮のなかで、現地

の人からはなかなか正確な情報が得られなかった．現場

で働く北国新聞能都支局の奮闘によって、やっと鯨の行

き先が判明したのである ここからも先生は断固として

この鯨の意義を説き是が非でも実物を見たいという要求

を行ったのである．おそらく確固たる自信があったから

であろう、廃棄された幻の鯨になってしまう寸前で頭部

をダイバーに引き上げさせ、遂に長年の夢であった現物

を見ることができたのである．新聞記事では“種名のよ

く判らない巨大イルカ、イルカクジラ”とされていたが、

吻が細長く顎の下に写しだされた逆Vの溝を、先生は見

逃さなかったのである．実物を観察した先生は一見する

なり「メソプロドン」と即断され、「これは大変なこと

になるかもしれないぞJと興奮気味に話されたことを今

でも鮮明に覚えている．

こうして始まった鯨との付き合いは、先生の予言どう

りみるみるうちに深まっていった．まず取り寄せた鯨の

頭蓋骨を解剖して雌の成体であることを突き止めた．決

め手になったのは下顎と歯であり、頭蓋骨の大きさと体

長であった．通常アカボウ鯨科にはツチ鯨とアカボウ鯨

およびメソプロドンの三つの属が含まれるが、流線形の

体形からツチ鯨は除外され、アカボウ鯨であれば下顎の

先端に歯が二本あるはずであり、この個体では一見する

と歯は見られなかった．メソフロドンの成体の雄は下顎

の前三分のーに一対の大きな歯を持つが、雌では成体で

も出現しないことからメソプロドンの雌の疑いが強くな

った．軟部組織を除き骨を露出すると、下顎骨に埋まっ

たほんの小さな歯の突起が下顎の前三分のーに確認でき

たことでほぼ決定したのである．しかし先生は、この種

の鯨が1984年頃から日本海にしばしば漂着していること

を、すでに情報として得ていたのである．

私などはただ右往左往するだけであったが、先生はこ

の鯨の到来がただの偶然ではないことを知っており、今

後この種の出来事が日本海で起こることを確信していた

のである．かかる事態を前に何をなすべきか、先生は早

速行動を開始した．同年8月には日本海産の鯨類データ

を集積する目的で研究グループを組織するための趣意書

を発した．偶然とはいえ、時折しも「夢半島のと推進委

員会」主催で水産庁・石川県などが後援して、のとじま

水族館を会場に「鯨j をテーマに公開シンポジウムが企

画され、山田先生を中心に開催していただきたいという

話も重なって、研究グループの結成が促進された．同年

12月2日から三日間に渡り、シンポジウム「日本海と鯨

類j が開催され、県内を初め全国から鯨に関心のある市

民や、鯨と係わりのある水族館、漁業関係者、研究者ら
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が多数参加した．シンポジウム最終日には日本海のクジ

ラ研究推進に向け「日本海セトロジ一研究グループJの

結成が正式に発表され、クジラに関する情報ネットワー

クづくりの必要性と今後の活動に対して全面的な賛同を

受けた．発会に参集し会員として登録したのは31名であ

った．

発足を待っていたかのような漂着ラッシュ

－メソプ口ドンは日本海の顔に

「鯨j を唯一の共通項として 「日本海セトロジ一研究

グループJはこうして産声をあげた．一地方新聞の何げ

ない田舎の漁港でのニュースから端を発し、偶然地方自

治体が振興策として打ち出した「夢半島のと推進委員会j

の企画とドッキングすることによって、日本海セトロジ

ー研究グループは予想以上の手ごたえで門出した．“鯨

が好き”という個人から、地質学、動物学、考古学、民

俗学、解剖学など分野の違う多士済々の人びとが集い出

発したことは、今後の発展を予感させるものであった．

それ以上に時を得ていたことは、会が発足してから、あ

るいはその前後から、次々と新たな漂着の情報が寄せら

れたということである．改めて情報が寄せられたものの

中に、 88年2月6日能登富来関野鼻に漂着した鯨が同じ

くメソプロドンの雌であることは判明した．またシンポ

ジウム直後の12月18日今度は新潟県の西山でメソプロド

ンの雄の成獣が漂着したのである．引き続きの調査で88

年だけでも22頭のイルカや鯨の漂着が報告され、なんと

そのうち 9頭がメソプロドンあるいはその疑いのある鯨

であった． 日本海に生息する鯨の戸籍簿をめざした水際

作戦は目覚ましい成果を挙げていった．山田先生の予測

通りメソプロドンは日本海を代表する鯨ではないかと考

えられるに至った．

90年5月19日第一回研究会と第二回総会が金沢サニー

ランドで開催され、七題の研究発表が行われた．山田先

生からは1960年から1990年までの日本海産鯨類リストが

公表され、数多くの鯨類が日本海に生息していることが

明らかにされた．その中でメソプロドンの漂着が2月か

ら4月にかけて漂着することが多く、 4月には幼若個体

が見られることから、厳冬の2月から 4月にかけて日本

海で出産と繁殖が行われているのではないかという予測

が述べられた.91年3月日本海セトロジ一研究グループ

の機関誌日本海セ トロジ一研究“日本海の鯨たち”創刊

号が発刊された．少しずつではあるが体制も整い、地道

な活動が実をつけ始めた．それとともにグループの名前

が広がり始めると、今までほとんと、無かった漂着の情報

がいろいろなところから集まるようになってきた．特に

一般市民や漁協の方々が水族館や新聞社に、あるいは直

接連絡してくるケースが増えた．その度に現場に急行す

る機会が多くなり、うれしい悲鳴を上げるようになった．

また収集した資料の整理も平行しておこなった．いずれ

も一人でやれるような対象でないので、人やトラックの

手配から、時間の調整まで結構大変な作業であることが

実感としてわかってきた．胎児やスナメリはともかくイ

ルカ類でもほとんどが2mはあり、体重も最低で150km

はあるので、そう簡単に動かしたり運ぶことはできない．

ほとんどの場合人海戦術であるが、メソプロドンになる

と重機の力を借りなければとても運搬は不可能である．

次に解剖をして死因や病変あるいは生態を探るわけだ

が、これがまた大きすぎて“ちょっと解剖する”などと

いう生易しいものではない．ましてや腐乱が進んでいる

個体などでは拷問に近い作業となる．消化管の内容物を

検索するため腸管を聞くが、これが30m~ま優にある代物

であるのでハサミで切り聞きながら即座に観察し資料を

採取しなければならない．骨標本を作るため解剖をして

できるだけ筋肉を取り除く作業は普通のメスでは太刀打

ちできない．また砂丘に埋めたり、掘り起こす作業には

入手が必要になる. 88年12月新潟の西山に漂着したメソ

プロドンを金沢に運び、内灘の砂丘に埋める作業は一仕

事であった．次に90年9月22日には骨を掘り出す作業を

おこなったが、総勢12名で慎重に砂を退けて骨を一つ一

つ探しだす作業は大変ではあったが、次は何が出てくる

のかワクワクしながらの作業であり、掘り出した骨を順

番に並べて復元する仕事は大変楽しかった．この間私だ

けでもイシイルカ、カマイルカ、メソプロドンなどの解

剖埋葬に携わったが、どうしても都合がつかないときは

能登島水族館や金沢水族館に依頼したり国本昭二氏にも

出動を願ったこともあった．

活動も研究会も軌道に

第二回研究会および総会は富山の魚津職業訓練センタ

ーと魚津水族館で91年5月25・26の両日開催された． 発

表は北陸地方の水族館からの発表が多く、漂着すると沿

岸の漁協や市町村が水族館に連絡するケースが多いこと

が明らかになった．総会では漂着データベース専門委員

会と、鯨関連文献データ専門委員会の設置が決められた．

また沿岸の市町村や漁協への鯨に関する関心を高めてい

ただき、漂着した場合できるだけ新鮮なうちに記録を取

ってもらえるように、鯨の種類を判定する“しおり” の

作成の必要が強調され、山田先生が作成中のものをセト

研から出版することになった．研究会での発表内容は92

年2月に発刊された機関誌第2号に掲載された

第三回研究会と総会は福井県三国町の三園観光ホテル

および越前松島水族館で92年6月6・7日開催された
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研究会は九題の研究発表がなされ、日本海では2月頃に

はメソプロドンが漂着する傾向が明らかにされた．この

ことから日本海には12月から翌4・5月頃までメソプロ

ドンが回遊し、出産子育てを日本海で行っているのでは

ないかという予測が、かなり確かであることが明らかに

された．総会では機関誌を研究会の内容だけでなく原著

・ニユース・トピックス・写真や連載物やエッセイなど

いろいろなジャンルを掲載したらどうかという提言があ

った．さらに広告を載せて経済的な保証を確保したらど

うかという意見も出された．また国際標準逐次刊行物番

号 ISS Nへの登録を行うことが承認され、早速第3号

から ISS Nに登録された．さらに機関誌以外の広報紙

を発行してはどうかと言う提案を受けて、国本昭二氏を

普及委員会およびニューズレタ．編集責任者に選出して

検討が開始された．次第にこの会が軌道に乗りだし動き

出してきたという印象を受けた総会であった. 93年1月

には念願の鯨の種類を判定する“しおり”が完成し小冊

子が沿岸市町村や漁協に配布された．機関誌第3号は93

年4月30日発行され、山田格漂着クジラデータベース専

門委員会からデータベースの概要が発表された．

第四回研究会と総会は93年6月18・19日新潟県上越市

水族館で開催され参加者は40名に達し、会員も100名に

なった． 一般市民やクジラ好きの皆さんへの情報誌の発

刊を検討する編集代表人国本昭二氏の努力で、セトケン

ニューズレター創刊号が何年12月1日に発行された．機

関誌編集を担当していた私は熊本大学へ転出したため、

川井克司氏が編集責任者を担当することになった．また

山田格氏は新潟大学から東京の国立科学博物館へと転出

して全国的な或いは国際的な鯨類学に関する活躍が期待

された．

第五回研究会と総会は例年6月18日石川県能登島石川

県漁業研修センターで開催された．漂着記録の報告が主

要な発表であり、宮崎県高鍋町に漂着したオガワコマツ

コウについて原田・蛭田氏から初めて報告があった．セ

トケンニューズレタ 2号は何年8月1日に発行され、

山田先生の海に戻ったクジラの進化についての解説が掲

載された．またクジラの肉を食する日本の食文化につい

ての論壇はセ卜研の立場を鮮明にしたものであった．機

関誌第4号がようやく 94年11月1日に発刊された．ニュ

ーズレター 3号が12月10日に発行され本間義治先生によ

る大型動物漂着物語の投稿や、米田満氏による“「セト

研」事始め”の連載が開始された編集も国本氏の奮闘

によって次第に軌道に乗りはじめ、年2回の発行が実現

した．

舵とり急逝悲しみを乗り越えての航海

ところが、その直後の12月15日セト研の創設者で代表

の山田致知先生が逝去されてしまった．このニュースは

大きな衝撃とともに私たちを襲った．山田先生はセト研

そのものであり、先生のいないセト研などというものは

考えられない、という状況での先生の死は今後セト研が

どうなるのか全く予断を許さないものとなった．セ ト研

存続の危機に直面したわれわれは、会員の地道な活動の

積み重ねと、五固までの研究会を継続して開催できた経

験を基に、金沢水族館の佐野修幹事の活躍で活動を継続

することができた．また国本氏の機敏な編集によりニュ

ーズレター 4号が山田致知先生追悼号として何年3月1

日発行された．これは走然自失であった私に勇気を与え

るものであった. 95年3月4日には金沢ニューグランド

ホテルで金沢大学での教え子有志とセト研共催で 「山田

致知先生をしのぶ会Jが聞かれた． 生前の遺志によ り通

夜や葬儀が行われなかったので、残されたものとして何

か慰めになることをしたいという思いから、私が両者の

接点になって会を設定した．当日は50数名の参加者が思

い思いに山田先生との思い出話しを語り、先生の隠され

た人となりを知ることができ、先生の精神を引き継ぎそ

れぞれの場で精進することを誓い合った．

同年6月20日ニューズレター 5号が発行され、山田格

氏から国立科学博物館入口にシロナガスクジラ等身大の

モニュメントが誕生するまでのお話と、山田夫人繁子氏

による「山田致知の鯨Jの連載新企画が誕生した．第一

回目はパハカルホルニアのコククジラの写真と夫人によ

るエッセイが読者の目を引きつけた．

第六回研究会は95年7月1・2日に金沢市会館加賀で

開催され、山田先生が亡くなって初めての研究会がまが

りなりにも開催できたことにほっとした．山田先生と鯨

学で長年交流があった神谷敏郎先生に「セイウチとイ ッ

カクの牙の比較解剖学的考察」の演題で特別講演をお願

いした．ひきつづいて研究発表か入り、科博の山田格氏

からメソプロ ドンのオウギハクジラの歯の成長の検討か

らイチョウハクジラの違いについても検討が行われ、イ

チョウハクジラを区別することができるのか問題点が提

起された．その他、目視調査結果や漂着記録、さらに遺

跡出土のイルカの骨について、イルカの生息状況の発表

など、 多彩な研究発表が行われた．特に目視調査結果か

ら、メソプロ ドンが夏でも日本海を回遊していることが

明らかにされ、ますます日本海の重要性が再認識された．

総会では私が暫定措置として代表を務めることが承認さ

れた．機関誌第5号は遅れて95年8月30日発行され、山

田先生追悼文がこの号に掲載された．ニューズレター6

号は同年12月10日に発行され、掲載された内容も豊富で
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8ページに増えいずれも興味のあるもので、執筆者や編

集人の国本氏の御努力には頭が下がる思いである．翌年

6月25日にはニュ ズレター 7号が発行され、山田格漂

着委員長から昨年から今年にかけメソプロドンの漂着が

相次ぎ、漂着固体の中には胎児も見られその結果、ほぽ

1月末には約140cmから4月末には220cmの新生児になる

のではないか、という予測が立てられるようになったこ

とが明らかにされた．

第七回研究会は金沢市 KKRHOTEL加賀で96年6月2

9・30日開催され、遠洋水産研究所の粕谷俊雄から「日

本の鯨類漁業の現状とその資源管理のあり方Jと題する

特別基調講演していただいた．また海の中道海洋生態科

学館の皆さんによるスナメリの保護飼育の記録は大変興

味のあるものであった. 30日には金沢市の浅の川画廊で

故山田先生の「カエルの子はカエル 山田致知と家族た

ち写真展」が聞かれ、山田先生の遺作写真を鑑賞した．

ニューズレター 8号は同年12月1日に発行され、 一面を

飾る山田先生の写真「ナガス鯨とペンギンj は先生自慢

の作品の一つである．財団法人日本鯨類研究所の石川創

氏による「鯨類捕獲調査とはなにかj という調査捕鯨を

行った者でないとわからない貴重な内容が掲載された．

また10月から本研究グループのホームページがインター

ネット上に開設され、ニューズレターが紹介されるよう

になった．機関誌第6号は96年12月20日発行された．発

行が一年以上の遅れたことを是正すべく、原稿の締め切

りを研究会の時に持参していただく案も検討された．ま

た編集作業の能率化をはかるための方策が必要となっ

た．この年の冬はナホトカ号の座礁と重油流出事故が発

生し、クジラを始めとする海洋生物への影響が懸念され、

時を同じくして能登半島門前町黒島に漂着したナガスク

ジラの標本収集作業は重油との戦いであり、佐野氏を始

め地元の人たちの大変な努力でほぼ四割の骨が回収され

た．この内容は97年5月6日発行のニューズレター 9号

にドキュメントとして掲載された． 9号の一面には40年

前山田先生が南氷洋で撮影したパックアイスの中を泳ぐ

シロナガスクジラの姿と吐く息が霧氷のように高く昇っ

ている写真は、見るものを感動させる逸品である．

エネルギッシュな活動と新たな段階

第八回研究会は97年6月7・8日福井県三国町の三園

観光ホテルおよび、越前松島水族館で開催された．私は二

年の任期を終え、代表には活動拠点のある金沢在住の平

口哲夫氏に就任していただくことになった．あわせてこ

れまで庶務幹事として大車輪の活躍を一人でこなしてい

た佐野修氏には事務局長に就任していただき、 事務関係

の充実をはかることになった．山田先生亡き後、私はこ

れといった仕事はしなかったが、佐野修庶務幹事、国本

昭二普及委員長、さらに山田格幹事や多くの会員によっ

て、セト研の活動も大きく広がり日本海側ではかなり重

要な団体として認められるようになったことは嬉しいか

ぎりである．特に重油流出事故後の海洋汚染の調査や鯨

類の漂着に対するセト研の存在は各方面から期待される

ようになった．翌日は重油流出とナホトカ号の船首部分

が漂着した現場を見に行ったが、重油の塊がまだ残り岩

が黒く塗られている所と、すぐ傍には海藻が付着し始め

ている様に事態の凄さとともに、海洋の自然回復力の強

さをも知ることができた. 97年10月15日発行のニューズ

レター10号には鳥取砂丘に生きたまま漂着したコマッコ

ウクジラの救出保護活動の記事が鳥取県立博物館の安藤

重敏から寄せられた．機関誌の発行はなかなか遅れを取

り戻せず第7号が97年12月20日にようやく発刊された

ニューズレタ l 1号は98年4月1日に発行され、日本海

にメソプロドン・オウギハクジラだけでなくツチクジラ

も生息していることが明らかにされた．

第九回研究会は初めて九州に渡り98年6月7・8日福

岡マリンワールド海の中道（海の中道海洋生態科学館）

で開催された．館長始め蛭田密副館長の全面的なご協力

とご配慮によって大変素晴らしい研究会と総会が聞かれ

た．セト研創立10周年を記念してニュージーランドのオ

タワ大学から R・E・フオーダイス博士を招き「ヒゲク

ジラの起源と適応j と題して記念講演がおとなわれた．

今回から展示発表も加わり 18題の演題が寄せられ日程も

二日間となった．発表要旨も当日配布され、研究会の内

容も充実した．総会では会の名称が検討され、 100余名

もの会員を擁する名に相応しいように 「研究グループj

から 「研究会jへの変更が承認され、機関誌の題名も「日

本海セトロジー研究Jとし、副題であった「日本海の鯨

たち j はニュズレターの副題とすることとなった． 一

つの時代が終わり、新たな時代に入ったことをしみじみ

感じた．ニューズレター12号は98年9月7日に発行され、

日本の水族館や博物館で活躍している館員や学芸員から

トピックスや各館自慢の展示物の紹介さらには飼育の実

際を報告していただき、紙面の充実に寄与していること

は大変な喜びである．引き続き13号が99年2月1日に発

行された．機関誌発行の端境期にニューズレターが会員

の手に届けられるのは嬉しいことで、今では会員とのパ

イプとしてその役割を十二分に果たしている 編集に携

わっている国本氏には深く感謝する次第である．

これからの夢

山田致知先生の魅力とクジラの魅力に引かれてセト研

は発足した．能登半島で産声を上げたこの会も、曲りな
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日本海セトロジー研究会創立十周年の歩み 一回顧と展望ー

りにも今年で丸ll年を迎えた．研究会も各地を回り10回

を数え、後半の5年は大黒住を失ってからの継続であっ

た．また機関誌やニューズレターでもお分かりのように、

クジラが漂着する度に会の主要メンバーはてんてこ舞い

させられてきた．だからといって資料収集や調査はちっ

とも嫌で、はなかったのである．漂着クジラの重要性や価

値は十二分に理解していたからである．多くの会員は仕

事場での時間を割いて漂着現場に駆けつけ、 地元の役場

や住民に「たとえ死亡したクジラでも生態を知るうえで

貴重な資料であることJの理解をしてもらい、協力を得

るために大変な努力をはらったのである．このような精

力的な取り組みによって、日本海沿岸に漂着した多くの

クジラ達は、手厚いもてなしと温かい対処によって再び

命を吹き込まれたのである．おそらく漂着したメソプロ

ドン、ナガスクジラ、ミンククジラやツチクジラ、さら

にコマッコウクジラ等々、彼らは彼らの夢を私たちセト

研に託しているのではないだろうか．それはクジラ達が

我々を表敬訪問したくなるような日本海にして欲しいと

いう夢であり、クジラとともに生かされ、クジラとの関

わりを通して自然のありがたさや、生きていることの大

切さや素晴らしさを共有し分かち合っていただきたいと

いう願いではないだろうか．これはとりもなおさず山田

先生が掲げた理想ではなかったかと思うのである．この

日本海にいや地球上にクジラがいる限りセ卜研の存在意

義は決して失うことはないだろう．むしろ人そのものの

生存の方が危機に瀕しているのかもしれない．この研究

会がそんな夢を語り、多くの人たちと共鳴できるように

なれば、人とクジラの共存が夢ではなくなる日が、きっ

と来るであろう．
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