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Abstract 

Five cases of cetacean stranding were recorded in the 

coasts of Yamagata Prefecture, Japan during 1998-1999. 

The cetaceans were identified as four Mesoplodon stりnegeri

and one Lagenorhynchus obliquidens. Three of them were 

pathologically examined in the field or laboratory. Some 

new biological data were obtained , however causes of 

stranding and death still remains unsolved. 

During the last seven years, thirteen cases of cetacean 

stranding were recorded in Yamagata Prefecture, including 

the five above. Ten were M. stejnegeri. Therefore, lik巴

along other stretches of the Sea of Japan coast, the stranded 

species are more likely to be M. Mのnegerithan any other 

species. Further stranding surveys will be required to 

understand which cetacean species live in the Sea of Japan 

and to know their biological characteristics. 

はじめに

山形県は、日本海に面する各県のなかでは海岸線が比

較的短いため、従来漂着する鯨類はさほど多くなかった。

ところが1990年代に入って、その数が目立って多くなっ

たようにみえる。いまのところ、その増減を論ずるほど

過去の漂着鯨類に関する情報が蓄積されているわけでは

ないが、地元漁業関係者、住民、行政関係者への聞き込

み調査から推察しても、過去における鯨類の漂着が近年

より頻繁だ、ったとは考えにくい。山形県における漂着鯨

類は、調査をはじめた1993年当初、地元住民にとって珍

しいものであり、また驚きをもって迎えられた。これら

の漂着鯨類を表 lに示した。1993年から 1999年までに13

個体の漂着が記録され、そのうちの10個体がオウギハク

ジラであり、この種の漂着が山形県において卓越してい

る。地元の反応などを考え合わせるならば、山形県にお

いては、 1990年代に入って、オウギハクジラを中心とす

る漂着鯨類が急に増加した可能性が示唆される。
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表 l 山形県の1993年から1999年までの漂着鯨類

種 類 性別 漂着目 場 pjf 体長 ｛蔚 考

オウギハクジラ オス 1993年2月15日 温海町鈴 4. 79m 体重807kg, 1)' 4) 
2 ミンククジラ メス 1993年3月7日遊佐町湯ノ回 4. 16m 体重774kg,2) 
3 オウギハクジラ メス 1995年 1月31日 遊佐町女鹿 4. 90m 胎児あり， 3)
4 オウギハクジラ オス 1995年3月7日 温海町釜谷坂 5目！Om 3) 
5 オウギハクジラ メス 1996年2月1日 鶴岡市油戸 5. !Om 体重1108kg, 3) 
6 カ マ イ ル カ オ ス 1996年5月16日鶴岡市湯野浜 1. 66m 体重6lkg,3) 
7 オウギハクジラ メス 1997年 l月12日 鶴岡市由良 4. 80m 3) 
8 オウギハクジラ メス 1997年4月2日 遊佐町西浜 5. 28m 出産直後， 3)
9 オウギハクジラ オス 1998年2月上旬酒田市飛島 5. 02m 本報告
10 カ マ イ ル カ メ ス 1998年 5月21日鶴岡市由良 1. 70m 本報告
11 オウギハクジラ オス 1998年10月初日 温海町小岩川 4. 43m 本報告
12 オウギハクジラ メス 1999年2年25日 鶴岡市今泉 4. 70m 本報告
13 オウギハクジラ オス 1999年6月20日 温海町米子 4. 98m 体重1006kg，本報告

1 ）長津ほか(1994）、 2）長津 ・進藤(1994）、 3）長津ほか(1997）、 4）長津・山田(1997)

山形県における漂着鯨類については、これまで長津 ・

進藤 (1994）、長津ほか (1994）、長津ほか (1997）、長

津 ・山田 (1997）などが報告してきたが、今回はその後

の1998年から1999年にかけての漂着鯨類について報告す

る。山形県の漂着鯨類の記録は、日本海沿岸各地にオウ

ギハクジラの漂着が相次いで記録されだした時期とほぼ

同じであり（山田、 1993）、日本海のオウギハクジラの

漂着 ・死亡原因と関連することが想像されるが、鯨類の

漂着原因に関しては、ほとんど明らかにされておらず、

漂着個体数が多いオウギハクジラについて言えば、 やは

り“幻の鯨”といえる。今後、こうした漂着鯨類の機敏

な調査の継続によって、多くの知見が蓄積され、漂着原

因等が明かにされていくものと考えられる。

1998-1999年の漂着鯨類

山形県においては、日本海に面する行政区はさほど多

くなく、北から遊佐町、 酒田市、鶴岡市、温海町の2市

2町である。鯨類が漂着したときの対応や担当は市 ・町

によって差異があるものの、最近ではその連絡が地元の

市 ・町から山形県水産事務所にいき、そこから山形県立

博物館等の研究機関に連絡されるという体制ができつつ

ある。

図 l 飛島標本、漂着現場

漂着個体への対応とその処理については、だいたい次

の3つの方法による。 1）個体の保存が悪く、また現地

調査体制が整わない場合は、 外部計測、形態観察、 部分

的な標本採取を行って、個体の処分を地元の行政機関に

依頼する。 2）個体の保存良好で、現地調査体制が整っ

ている場合、現地で剖検し、標本採取を行う。解剖後の

筋肉等の処理は、地元の行政機関に依頼する。 3）個体

の保存良好であるが、調査体制が十分でない場合、 国立

科学博物館に個体を搬送して剖検する。

1998から1999年における山形県の漂着個体は5個体で

あった（表 l、 2）。鯨種は、 4個体がオウギハクジラ

で、 1個体がカマイルカである。対応方法別では、前述

の1）が2個体、2）が2個体、 3）が 1個体であった。

以下にそれぞれの個体について報告する。外部計測部位

と方法は、（財）日本鯨類研究所の漂着鯨類記録用紙の方

法による。

(1）飛島標本 （オウギハクジラ、表 l、 2、図1、 2)

漂着 ：1998年2月上旬、酒田市飛島田下

現地調査： 1998年5月7日、長淳一雄； 1998年5月18日、

長津一雄、進藤順治

性別 ・体長 ：オス、 5.02m 

保存標本 ：頭蓋骨（現地埋却）

図2 飛島標本、頭蓋骨形態
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表2 漂着鯨類の外部計測値

オウ飛ギ島ハ標ク本ジラ カ由マ良イ標ル本カ オ小ウギ岩ハ川標ク本ジラ オウ今キ泉ハ標ク本ジラ オウ米ギ子ハ標ク本ジラ

I 上顎先端ー尾鰭分岐部 502 
2 上顎先端ー吻基部 33 
3 上顎先端口角後端 44 
4 上顎先端ー噴気口中央部 48 
5 上顎先端ー眼中央部 49 
6 上顎先端耳関口部 58 
7 上顎先端胸鰭基部 IOI 
8 上顎先端ー背鰭先端 347 
9 上顎先端ー臓中央 302 
10 上顎先端生殖器中央 325 
II 上顎先端ー虹門中央 357 
12 背鰭最大幅 41 
13 背鰭高 25 
14 胸鰭前長 55 
15 胸鰭後長 33 
16 胸鰭最大幅 15 
17 尾鰭幅 120 
18 尾鰭分岐部ー尾柄部 41 
19 胴周 （紅門位置） 196 
20 胴周（勝位置） 260 

（単位・ cm)

経過： 1998年5月に（財）日本鯨類研究所の石川 創氏

から、酒田市飛島で鯨が漂着しているらしいとの連絡を

受けた。関係機関に問い合わせたところ、 2月上旬に漂

着死体が発見されたとの回答があった。飛島は酒田市西

方の日本海にある小島である。漂着現場は島の西側の海

岸で、ほとんど人が訪れることもないことから、 5月の

時点でも放置されているとのことであった。襟着後かな

り時間が経過しているが、鯨種や外部計測等の記録を残

すため、酒田市職員の案内と立合によって調査を行った。

個体の状況：保存状態は悪く、吻部と胸鰭の一部に欠損

があり、オスの個体ながら、歯は失われていた。種の同

定は、頭部を切断し剥皮して、頭蓋骨形態の観察によっ

た。個体は漂着後の時間経過が大きく、著しく腐敗が進

行していたため、剖検は行わなかった。採取した頭蓋骨

は、標本として保存するため現場付近に埋却した。

(2）由良標本（カマイルカ、表 l、 2、図 3)

漂着地・ 1998年5月21日、鶴岡市由良

現地調査： 1998年 5月22日、長津一雄、大場線

性別 ・体長：メス、 1.7m 

保存標本：頭蓋骨（山形県博）

経過： 5月21日、山形県水産事務所から、鶴岡市由良で

やや腐敗したイルカが漂着したとの連絡を受けた。翌22

日に鶴岡市の担当者の立合で調査を行った。

個体の状況：腐敗による頭蓋骨の一部の露出、左下顎骨

の欠損、歯の欠落、左右の胸鰭の骨の露出と指骨の欠損、

腹部からの腸の突出など、保存状況は悪かった。南京、種は、

大きさ、頭蓋骨形態、体色模様などから、カマイルカと

170 
15 
18 
28 
24 
33 
37 
98 
91 
123 
128 
27 
11 

76 
132 

443 462 498 
19. 5 33 
21. 5 31. 5 
44 51 46 

40. 5 58 48.3 
52 66 61 
76 98 89 
304 317 327 

212 229 
282 315 314 
321 332 353 
36. 5 41 39 

19 17 22 
55 52 61 
34 32 41 

15. 5 14. 5 17 
126 98 146 
45 42 53 
139 162 170 
202 252 230 

図3 由良標本、漂着現場

同定した。周辺が観光地でもあり、市の担当者が腐敗個

体を早急に処分したい意向だ、ったことから、外部計測と

頭蓋骨採取のみを行った。

(3）小岩川標本（オウギハクジラ、表 1、2、図4、5)

漂着地： 1998年10月20日、温海町

現地調査・剖検： 1998年10月21目、長淳一雄、山田 格、

倉持利明、新井上巳

性別・体長：オス、 4.43m 

保存標本：全身骨格（山形県博）、他の標本（国立科博）

経過： 10月20日、山形県水産事務所から、温海町小岩川

の岩場の海岸に鯨死亡漂着の連絡を受けた。地元温海町

役場の担当者と連絡を取りながら、急速調査の準備を整

え、翌21日に漂着現場の岩場で解剖した。

個体の状況：大きな欠損はなく、また表皮の剥落も少な

く、個体の保存は非常に良好であった。歯の形態、外部

形態から現地でオウギハクジラと同定した。後日頭蓋骨
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図4 小岩川標本、頭部形態

図5 小岩川標本、臓器の状況

形態により種を確認した。体長4.43mと中程度の大きさ

であるが、歯がほぼ完全に萌出しており、成熟個体の特

徴を示していた。ただし、歯の内側前縁の磨耗はまだな

く、歯肉は歯の萌出による高まりをみせる。また歯は薄

く華奪な印象を与える。歯には生きた蔓脚類が左に 1個

体、右に小型のもの4個体が着生していた。体色は暗色

だが、吻部は淡色、体側は暗褐色と淡色のシモフリ状で

あった。体表には無数の傷があり、よく観察すると治癒

痕の上に新しい傷が形成されており、こうした傷の形成

が繰り返されていることを示している。骨学的観察では、

肩甲骨の前位端の位置は、眼の位置から後方約33cmの位

置にあり、頭蓋骨後端の直後に位置することが確認され

た。肋骨と体軸の成す角度は40～50度で、肋骨はかなり

後傾して胸椎に交連している。また、この個体の肋骨数

は左右とも10本であった。これまでの本種の肋骨数は 9

対の報告が多かったが、今後はその変異にも注目すべき

であろう。

主な剖検所見 ：死後変化の程度は軽度で、中等度の削痩

を認めた。肝臓は死後変化の程度に比べて脆弱化してい

た。腺胃内に食餌の消化残澄であるイカ口器、魚類耳石

いずれも若干、胃内異物として樹脂片少量、胃内線虫を

認めた。気管支内に泡沫様液を貯留し、肺の欝血水腫を

示した。腎臓の尿管内には線虫の寄生が著しく、それに

よる腎小葉の線維化像を中等度に認めた。

考察：本個体は、歯が萌出していること、および体表の

傷の状態から、成熟個体であることが推定されるが、歯

の磨耗や歯肉の状態は、成熟個体のなかでも若齢である

ことを示すと思われた。直接の死因は海水の誤岐による

窒息死が示唆されるが、これに至らしめた基礎的変化は

特定できなかった。

(4）今泉標本（オウギハクジラ、表 1、2、図6、 7)

漂着・ 1999年2月25日、鶴岡市今泉

現地調査： 1999年2月26日、長津一雄、大場縄

剖検（国立科博） : 1999年2月28日、山田 格、天野雅

男、田島木綿子、荻野みちる

性別l・体長：メス、 4.62m 

図6 今泉標本、漂着現場

図7 今泉標本、舌形態

保存標本：骨格（山形県博）、その他（国立科博）

経過： 2月25日、山形県水産事務所から、鶴岡市今泉の

岩場の海岸に鯨死亡漂着の連絡を受けた。地元市役所の

担当者と連絡を取りながら、調査の準備をするが体制が

整わず、個体を国立科学博物に送ることとした。翌26日

に市の担当者立合のもとで計測と外部形態の観察記録を

とり、個体を揚収、搬送した。個体は国立科学博物館で

解剖された。

個体の状況：死後さほど時間が経過していないようで、

全体的な形態からオウギハクジラ属と判断されたが、吻

部が折れており、頭部形態の観察が十分できなかった。

メスの個体であり、歯の萌出はなかった。体色の保存は

比較的良好で、体側上半から背側にかけては、黒色～灰
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経過： 6月初日の夕方、温海町米子漁港の南の岩場に生

きた状態で座礁し発見された。町役場職員が救出を試み

たが、間もなく死亡した。その数日前から、付近で本個

体と思われる背鰭を目撃した人がおり、座礁の前から周

辺にいた可能性がある。この連絡を受けて、 21日に現場

を確認し、 22日に米子漁港で解剖を行った。

個体の状況：保存は極めて良好であり、歯の形態からオ

ウギハクジラと同定した。後日晒骨後の頭蓋骨からも確

認した。体色は全身暗色で、体表に無数の傷を認める。

歯の内側前縁は磨耗が激しい。左右の歯には、蔓脚類が

着生していた。

主な剖検所見：死後変化は極めて軽度であった。栄養状

態は良好。肝臓は弾力性があり新鮮であったが、害lj面が

米子標本、頭部形態図8

黒色、体側下半から腹面にかけては灰～灰白色である。

体表の傷は比較的少なく、特に腹面にはほとんと、なかっ

た。後日晒骨した頭蓋骨によって、オウギハクジラであ

ることが確認された。

主な剖検所見：死後変化は中等度、栄養状態は良好であ

った。肝臓被膜に線維性増生、静脈壁に石灰化あるいは

線維化像を認めた。腺胃内に食餌の消化残誼であるイカ

口器を多数認めた。気道内に血様柴液が貯留し、肺の重

度欝血水腫を示した。寄生虫による腎小葉の線維化は重

度であった。乳腺は不明瞭で、卵巣に黄自体を認めなか

った。

考察 ：生殖腺、特に卵巣の状態、および乳腺の状態は、

本個体が未成熟個体であることを示している。直接の死

因は海水の誤慌による窒息死が示唆され、特に本個体で

は水腫の程度が著しい。ただし、これに至らしめた基礎

的変化は特定できなかった。

(5）米子標本（オウギハクジラ、表 1、

9、 I0) 

漂着： 1999年6月20日、温海町米子

現地調査・剖検： 1999年6月21日、 長淳一雄； 1999年6

月22日、長津一雄、田島木綿子、荻野みちる

性別・体長：オス、 4.98m 

保存標本：骨格（山形県博）、他の標本（国立科博）

3、図8、2、

米子標本の重量

考備量 比

33. 00% 
39. 30% 
6. 50＇？も

21. 20% 一部筋肉や脂皮を含む
V字骨を含む

筋肉，脂皮，脳等を含む

100% 

量

331. 7kg 
395. 5kg 
65. 5kg 
213. 3kg 
121. 7kg 

左9.5kg，右6kg
4. 5kg 
49. 6kg 

左10.5kg，右l1. 5kg 
総重量 '1006kg 

表3

重

小計
小言十
小言十
小言十

位
一
皮
肉
器
格
骨
骨
骨
骨
鰭

五

一

椎

肋

胸

頭

胸

吉
一
脂
筋
臓
骨

図10

議議

米子標本、臓器の状況
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滞黄色に退色していた。腺胃内に多量の黄褐色柴液性液

体の貯留を認め、食餌の消化残誼としてイカ口器若干、

胃内異物として樹脂片若干、および線虫数隻を認めた。

粘膜面に急性でない出血巣および康燭を認めた。腎臓尿

管内に線虫寄生を認め、尿管は拡張するが、寄生虫によ

る腎小葉の線維化は軽度であった。

考察：歯の磨耗状態から、本個体は成熟個体のなかでも

比較的老齢であることが推定される。本個体にみられた

肺の欝血水腫は比較的軽度で、窒息死、溺死は考えにく

い。従って、肉眼的に漂着の原因は特定できなかった。

謝辞：今回の漂着鯨類の調査にあたっては、山形県水産

事務所、酒田市、鶴岡市、温海町の各行政機関の担当者

の方々に大変お世話になった。温海町米子においては、

解剖のための漁港使用の便宜をはかつていただいた。水

野利康氏（東北ハクセイ）には、現地解剖と標本輸送に

ご協力いただいた。本研究の一部に、財団法人日本科学

協会の笹川科学研究助成金を使用した。ここに記して以

上の方々に厚くお礼申し上げます。
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