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日本海での鯨類研究の想いで
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日本海特有のクジラ・イルカ類とくれば、先ずはオウ

ギハクジラ （Mesoplodon stejnegeri）が挙げられる。故

金沢大学名誉教授山田致知博士の提唱による「日本海セ

トロジー研究グループ」（セト研）発足の基盤は、漂着

オウギハクジラについての地道な調査・研究によって築

かれた。その後のセト研の活発な研究活動により、わが

国近海で分布が確認されているアカボウクジラ科オウギ

ハクジラ属の4種、すなわち、オウギハクジラ・イチョ

ウハクジラ （M.ginkgodens）・ハッブスオウギハクジラ

(M. carlhubbsi）・コブハクジラ （M.densirostris）に関

する，生態学的および形態学的研究が最も進んでいるの

は、日本海のオウギハクジラであり、その研究成果は国

際的にも高く評価されてきている。

セト研の機関誌のタイトルともなっている「日本海の

鯨たち」について、私が若い頃経験した想いでを挙げて

みると、オウギハクジラ、ツチクジラ、ザトウクジラ、

シロイルカ（ベルーガ）についての調査、研究と、コク

クジラへのうたかたの想いが浮かんでくる。これらの中

から日本海のオウギハクジラについて二、三の話題提供

をさせていただく。

わが国における Mesoplodonの登場

大正4年 (1915）に永淳六郎氏は「日本近海産鯨類14

種の学名Jと題した報告をおこなった。ここに挙げられ

た鯨種はツチクヂラ・アカボウクヂラ・マツカウクヂラ

．コククヂラ ・ザトウクヂラ・イワシクヂラ ・コイワシ

クヂラ ・シロナガスクヂラ・ナガスクヂラ ・コクヂラ ・

セミクヂラ ・ホ ッキョククヂラであった （原文）。こ

れに加えて、Mesoplodon属とコマツコウとが、日本

近海に分布する可能性があることを指摘している。

Mesoplodonの学名がわが国に最初に取りあげられた報

告であった。

今から85年前に永j撃によって推考された、日本近海で

の Mesoplodonについての学術的な実証は、その20年後

の昭和10年 (1935）になって、東北大学医学部の小川鼎

三博士によってなされた。この標本は同年の 1月11日に

九州外の浦（大隅？）にて捕らえられたという、歯鯨の

頭部1個、左胸鰭 1個（肩甲骨附属）、及び尾鰭半分余

が、静岡市の土屋隆吉氏より、東北大学に届けられたも

のであった。この鯨の下顎のほぼ中央部の歯肉の中に、

1対の三角形をした歯を有していたことから小川博

士は Mesoplodon種と同定し、わが国で確認された

Mesoplodon第 1号として、同年10月に仙台で開催され

た、第ll回日本動物学会大会で報告された。博士はその

後の研究により昭和13年に 「疑問点が残るが、文献考察

から M. densirostrisの特徴が最も多く認められる種と

推考するJ とした論文を発表した。この標本について、

黒田長礼氏 (1938）は、扇型をした歯を有する特徴をと

らえ、和名 「扇歯鯨（アフギハクジラ）Jを付与した。

学術報告では動物の種の和名は片仮名で表記される。わ

が国では第二次大戦後になって漢字、仮名遣いによる平

仮名と片仮名が新たに統一され、この過程で扇歯鯨はい

つしか「オオギハクジラJと表記されるようになってい

った。

第二次大戦後、東京大学海洋研究所の西脇昌治博士は

水生晴乳類の分類学的研究を精力的におこなわれ、従来

の鯨類の分類についても形態学研究に重点をおいた再検

討を加え、1965年に新たな 「日本近海に分布する歯鯨類

の分類」を発表され、名著『鯨類・鰭脚類』を著された。

この著書ではアカボウクジラ科の Mesoplodon属は、国

際的に分類されていた12種が取りあげられている。その

後1991年に、新種ペルーオウギハクジラ （M.peruvianus, 

MEAD and Van WAEREB EEK）が登録され、現在、オ

ウギハクジラは l属13種に分類されている。この13種の

うち 5種類は今世紀において発見されている。

日本海のMesoplodonは l種のみ？

1960年5月に秋田県下浜海岸に体長6m、雄の歯鯨が

漂着した。この新聞記事を目にした西脇昌治博士は、こ
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の歯鯨の全身骨格の確保、収集に努められ、東京に持ち を撮影した写真の提供を受けることができた （図 1）。

帰り研究にあたった。この鯨の最大の特徴は「下顎骨に 漁師たちの鯨との格闘の話や、現場写真に記録された場

大形の歯が l対のみ存在j した点であった。すなわち 面から、鯨が生きた状態で海岸に打ち上げられた時の対

Mesoplodon属の鯨で、当時、わが国において学術報告 応を学んだ。32年前の柏崎海岸では、頭を海に向け必死

された第4例目に当たる貴重な Mesoplodonであった。 にもがく巨体の尾鰭にワイヤーがかけられ、ブルトーザ

同時に日本海沿岸で確保された Mesoplodnとしての最初 ーで海岸に引き上げ捕獲しようとしている。今日であれ

の骨格標本である。当時、西脇博士は日本近海に分布す ばどう対応するのだろうか。

る歯鯨類の標本収集を精力的に展開されていて、鯨類の

漂着情報が入手されるや、東西奔走されて標本の確保に

あたられていた。今日での「漂着鯨類調査ネットワークJ

の始祖にあたる。

秋田標本はその後の研究の結果、 1961年秋に西脇博士

によってタイへイヨウオウギハクジラ （M. bowdoini) 

と発表された。その後、本例の種について西脇博士は再

吟味され 1965年にオオギハクジラ （M. stenegeri） と

訂正された（この骨格は国立科学博物館に保存された）。

このように Mesoplodon属の種の同定は頭蓋骨に重点を

おいて考察されるが、標本例数が多くないこともあって、

しばしば形態学的にみて共通な特徴が認められ、研究の

進展による再検討の結果、種の訂正が行われることがあ

る。 Mesoplodon第 1号小川標本については、その後の

再検討の結果、 M. densirostrisから M.ginkgodensに訂

正され、さらに1958年8月に宮城県鮎川港で採集された

体長5.3m、雄の Mesoplodonは、はじめM.stenegeriと

して報告されたが、後に M. carlhubbsiに訂正された。

また、 1984年3月に兵庫県城崎町海岸に漂着した、体

長344cm、雌の歯鯨は全身骨格が確保され、未成熟のイ

チョウハクジラ （M. ginkgodens） と同定された。本種

が日本海沿岸で最初に発見された事例として注目され

た。さ らに、 1994年に山形県庄内海岸に漂着し収集され

た中型の歯鯨についてもイチョウハクジラと同定され

が、その後の再検討の結果、城崎標本及び圧内標本のい

ずれもがオオギハクジラ （M.stenegeri）と訂正された。

この結果、これまでに日本海沿岸に漂着したMesoplodon

属の鯨は全てオオギハクジラ 1種のみで、イチョウハク

ジラの漂着は未だ確認されていない。

ツチクジラとの出会い

1968年の夏、 私は長野県野尻湖畔で休暇を過ごしてい

た時、新聞に「新潟県柏崎市海岸でツチクジラ捕撞」と

いう記事が載った。地理的に近いことから、その経過の

確認や、標本確保ができないかと現場に車を走らせた。

海岸に到着したときは、鯨の処理はすでに終わって跡形

も無かったが、漁師さんから生きて海岸に打ち上げた鯨

の様子や、これをいかに捕獲し、処理したかの話を聞か

せてもらった。さらに、相崎日報社からは捕獲時の様子

神谷敏郎

図1 新潟県相崎市大湊海岸に漂着したツチクジラ
（柏崎日報社提供）

相崎海岸と対照的な事例が、今春4月6日に静岡県大

須賀町海岸に打ち上げた、体長16.4mの雄のマッコウク

ジラへの対処においてみられた。この漂着例はわが国の

鯨類研究の中核となっている、清水市の水産庁遠洋水産

研究所のお膝下で発生した事例であったので、漂着大型

鯨にどのように対応したらよいかの、 規範的な行政指導

及び科学的な対処が見られるものと、大きな期待をもっ

て現場に出向いた。砂浜に乗り上げ苦しげな呼吸運動を

繰り返す巨鯨を目の前にした時、遠洋水産研究所の専門

家の適切な指導の下（？）、町職員や町民らによる必死

の救出作業が試みられたが不成功に終わり、漂着2日目

の7日午後には聴診器をもった獣医（？）が登場し、巨

鯨の心音を聴き取る動作（作為的な？）をして、死亡が

発表された。

大須賀町海岸にマッコウクジラ漂着のニュースは、ヘ

リコプターまで出動して取材された現場映像はテレビを

通して全国に放映された。また、この種の映像は国外向

けのこユースとしても放映されるので、日本の漂着鯨へ

の対応が、国際的にどう評価されたかが気になった。長

時間炎天下にさらされ、やがて皮膚にひび割れが生じ、

潮の引いた砂浜に右半身が埋まった状態で、記念撮影の

モデルとなって終息した不幸なマッコウクジラは、私達

にストランディングした巨鯨への科学的な対処について

の大きな課題を残し、やがて青いビニールシー トの壁の

中で解体され騒動の幕が降りた。

これまで、 「海岸に打ち上げられた海生晴乳類にどう

対処すべきか」を法的に規制されているアメ リカ合衆国

での対応を、文献的には理解していたものの、実際に息

絶え絶えの巨鯨を目の前にしたとき、人間はいかに無力
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日本海での鯨類研究の想いで

であるかを知らされた。以前に国立科学博物館で開催さ

れた「鯨類のストランディングについての科学討論会j

で、米国から招待されたゲストパネリストが語った「鯨

類へのハラスメント防止」の解説を印象深く聴いたこと

があった。人間社会でのハラスメントは身近な社会問題

として考えさせられてきているが、私達の周りでクジラ

・イルカ類へのハラスメントを考え、行動している人は

どのくらいいょうか。今回の大須賀海岸でのマッコウク

ジラへの対応、かつての柏崎海岸でのツチクジラへの対

処から、私は新しい時代での鯨類との付き合いかたへの

教訓を学んだ。

オウギハクジラ研究への参加

1984年5月に新潟県中条町の海岸に漂着し、新潟魚市

場で解体された体長490cm、雄の中型歯鯨について、日

本海水産研究所の池原宏二氏らによって全身骨格が収

集、研究された。その考察結果から、この鯨はオウギハ

クジラ （M. stejnegeri） と同定され、翌1985年春に開催

された、昭和60年度日本水産学会春季大会において発表

された。ここで注目していただきたいのは、その時の口

演要旨に「メソプロドン属の和名としては、オオギハク

ジラ（扇歯鯨）がとられてきている。これは本邦で採集

されたメソプロドン属の下顎歯の形状が扇形を呈してい

たことから命名された（西脇、 1965）。扇の訓読は

オウギであって、オオギは誤りであるので、私達は

Mesoplodon属の和名はオウギハクジラに統ーされるよ

う提唱したい」と記載されている点である。この骨格標

本は新潟市水族館（マリンピア日本海）に保存された。

オオギハクジラは誤りでオウギハクジラと訂正すべきで

あるという提唱の仕掛人は、この研究に助っ人として参

加した私自身であった。

新潟県中条町標本についての研究に参加したことがご

縁で、 1993年に日本の最北端に漂着したオウギハクジラ

についての研究にも参加させてもらった。この歯鯨は同

年3月に北海道稚内市珊内の宗谷岬に、右側の背肉が削

ぎ落とされた状態で漂着した。腐敗もかなり進んでおり、

一部解体されていたこともあって、体長は約465cmで、

大形の歯の上半分が歯肉より 6cmも露出していたこと

から雄と同定された。本例はわが国において記録された

Mesoplodon属の種としては最北端に漂着した個体で、

全身骨格が収集、研究された貴重な l例であった。この

ように私は日本海沿岸に漂着した2例のオウギハクジラ

について共同研究する機会を与えられ幸せであった。

オオギ歯かオウギ歯か

1995年に刊行された、粕谷俊雄博士と山田 格博士の

共著による『日本鯨類目録』は、日本近海産の鯨類分類

学における規範書の一冊として欠かすことができない力

作である。本書の刊行は「日本近海産の鯨類に使われた

和名の混乱を整理し、関係者の和名使用の判断の一助に

供することを目的としたものであるJと記されている。

この中で日本海産鯨類の特色と言える「Mesoplodon

sternegeri True, 1885Jの和名についての解説をみてみ

ると、「本種の和名は、西脇 (1965）により〔オオギハ

クジラ〕が当てられ、これが通例となった」とあり、そ

の後本種については、 1994年に中村ほかの報告書で、和

名は「扇の形に似た歯」に由来するので、「オウギハク

ジラ」とすべきであるという指摘がなされ、これは当を

得たものであるので、ここでは「オウギハクジラJを用

いいることとするとされている。本書で取りあげられた

ことで、「オオギハクジラJは「オウギハクジラJへの

訂正が認められ、 1995年以降の報告書や刊行物では、オ

ウギハクジラの表記が用いられてきている。前述のよう

に、 1985年に新潟県中条町に漂着した M. sternegeriに

関する池原らの報告書で提唱して以来、 10年目の和名訂

正が実現した。「扇j は「オオギ」でなく「オウギ」が

正しいのではないかとの指摘は、私が大学で学生への鯨

類研究を紹介した時に、 Mesoplodon属オオギハクジラ

について取りあげたところ、一人の学生が歯の形態が扇

形をしている特徴から、和名がつけられているのなら、

扇の仮名は「オウギJであって Iオオギ」は誤りでなか

ろうか、という質問を受けたことに始まる。それまでは

オオギハクジラになんら疑問をもっていなかった私は、

狼狽して立ち往生してしまった。その疑問への解答を求

めて、広辞苑はじめ数種の辞書をひき、言語学の教授に

教えをこうた。「扇」の仮名遣いは「オウギ」であって、

「オオギ」は「大きいJの意味であることを学び、自分

の無知を恥じ、正しい指摘をしてくれた学生に感謝した。

重箱の隅を楊枝でほじくる例えのようで気が重いが、

「オオギJから「オウギ」への訂正を取りあげてくれた

『日本鯨類目録』では、その根拠を「1994年の中村らの

指摘j とされている点にこだわりを感じる。私は共同研

究者との協議で、 1985年の学会報告と、 1994年に刊行さ

れた横浜県立博物館紀要において、繰り返し和名訂正の

提唱をおこなった。最初は日本水産学会大会で提唱し、

その口演要旨にも掲載されたのに全く無視されてきた。

『日本鯨類目録』で取りあげられなかったとしたら、現

時点でも「オオギハクジラJが通用していたことであろ

う。要は鯨類の科学的な和名について討議する場が無く、

たまたま専門家の目にとまって採用されたことである。

このような問題提起がみられたときには、日本水産学会、

日本晴乳類学会、日本動物学会、または日本獣類学会に
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提起するのであろうか。少なくとも適切な討議、検討機

関を経ることなく、一部の指導的な研究者の意見が優先

されて、鯨類の和名が決められて仕舞うのであろうか。

わが国の鯨類学の分野ではこの点が極めて不透明であ

る。日本晴乳類学会には「種名・標本管理検討委員会」

が置かれていて、関連の問題に対処できる体制が取られ

ている。今後は少なくとも、この種の協議組織で討議さ

れ決定がなされるべきであろう。

近年の同様な事例として、 1991年に Marine Mammal 

Scienceに報告され、国際的に承認登録された Mesop/odon

属の新種Mesop/odonperuvianusの和名が挙げられよう。

本種の和名は恐らく、英名の Pigmybeaked whaleの直訳

からか、「ピグミーオウギハクジラ」が当てられてきて

いる。私は以前から「ペルーオウギハクジラJを用いて

いる。その根拠は学名を尊重してのことである。「ピグ

ミーJに危倶をもっ根拠は、その後1993年にペルーの研

究者によって、ペルー沖の小島で採集された Mesop/odon

属の l例の頭蓋について、形態学的な特徴による新種

M. bahamondiの提唱がでたことにある。この新種提唱

は「追加個体の収集と、その検討を加えての比較検討が

不可欠j とする見解がでて未公認となっている。近い将

来、現在 l属で13種にも分類されている Mesoplodon属

に、新たな仲間が加えられ l属14種に書き換えられる可

能性がある。M.perivianusよりさらに小形のMesoplodon

が出現する可能性も否定できないのである。わが国の鯨

類学は限られた研究者によって成立していて群雄割拠の

感がある。日本の学会にける地位も不安定である。21世

紀においては学術情報公開が重要である。若き研究者が

中心になって、今後の対応を確立して欲しい。

2000年6月に発行された、日本晴乳類学会の和文機関

誌「晴乳類科学J第40巻第 l号において、田隅本生博士

は晴乳類の和名について、戦後わが国で二次にわたって

実施された「漢字制限Jによって、分類学上の和名にど

のような混乱が生じたかの問題点の指摘と、その具体的

な改善案の提唱をされた。この和名に関する科学的な整

理・統一に筋が通った格調高い論文を読むことができ私

は感動した。是非読んでいただきたい参考文献である。

日本海は広く大きく、ここに生息する鯨類についての

今後の調査 ・研究の展開によって、日本海ならではの研

究課題の科学的な進展により、新しい鯨類学への貢献が

期待される。数カ月後に始まる輝ける21世紀において、

若きセトロジストの研究へのJ情熱、科学者としての信念

と、国際的な視野にたった研究活動の発展を祈って、拙

い日本海にまつわる私的な想いでを寄稿させていただい

た。 (2000年 7月初日記）

神谷敏郎
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