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海の中道海洋生態科学館では、 1989年4月の開館以来

九州沿岸に来遊する魚類・海生晴乳類等の調査を行って

いる。今回は1886年から1999年までに確認した鰭脚類16

例の漂着・迷入・混護（図 1・2）について報告する。

確認できた16例（表 1）の内訳はゴマフアザラシ7例、

アゴヒゲアザラシ2例、オットセイと思われる鰭脚類2

例、 トドと思われる鰭脚類2例、種不明のアザラシ3例

であった。種別内訳はゴマフアザラシが最も多く 7例（44

%）であった。ゴマフアザラシは成獣で体長150～200cm、

体重は雄150kg、雌120kgになるが、この7例のゴマフア

ザラシで体長の測定記録が残っているものでは70～95cm

と小型であり幼獣と思われる。 漂着 ・迷入・ 混獲の内訳

は漂着3例(19%）、迷入6例（37%）、混獲7例（44%）で

あった。また県別の内訳は福岡県7例、佐賀県2例、 長

崎県2例、大分県 1例、宮崎県 1例、鹿児島県3例であ

った。また16例中（表2）のアゴヒゲアザラシは現在マ

リーン・パレス（大分市）で飼育中、 4例は剥製・ 骨格

・凍結標本としてそれぞれ保管されており、 9例は新聞

記事 ・写真 ・目撃者からの連絡、 l例は掛け軸、 l例は

絵馬によるものである。季節的には16例中 9例が6～9

月の問であった。
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図l 福岡県 ・佐賀県における鮪脚類の漂着 ・迷入 ・混獲場所 I 
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表 l 九州沿岸における鰭脚類の漂着 ・迷入 ・混獲の記録

No. 年月日 種 名 数（頭） 性別 体長（cm)体重（kg) 状 況 場 所

① 1879 ゴマフアザラシ 不明 約91cm 不明 混獲→飼育→死亡 福岡市西区今津生立浜

② 1906. I. 20 オットセイ？ 不明 不明 不明 捕獲 福岡県粕屋郡新宮浜

福 ③ 1966. 11 オットセイ？ 不明 不明 不明 漂着 福岡市東区大岳（玄界灘側）

間 ④ 1969. 7. 6 ゴマフアザ、ラシ 不明 70cm 不明 混獲（刺網） 福岡県宗像郡津屋崎町恋ノ浦沖

⑤ 1999. 8. 30 アザラシの一種 1 不明 不明 不明 迷入→不明 福岡市東区箱崎埠頭

佐
⑥ 1999. 8. 31 

鰭脚類
不明 不明 不明 岩礁で休息中→不明 福岡市西区宮浦唐戸崎の岩場

（トドと思われる）

賀 ⑦ 1999. 9. 12 アザラシの一種 1 オス 90cm 5. 3kg 漂着 福岡市東区海の中道（博多湾側）

⑧ 1984. 10. 15 ゴマフアザラシ 不明 不明 不明 混獲 佐賀県唐津市高島沖

⑨ 1984.11.12 ゴマフアザラシ 不明 不明 不明 不明 佐賀県唐津市神集島
ー・ーーーー ・－ －－，，ー，－－ーーーーー ーーー・・ ・・ ・・・ーーーーーー，－－－－－－－ －－－ー－－ ー．骨’－－－－－－－－ ーーーーー，． ．．．． ーーーーーーーーーーー・ーーーーーーーーーーーー－・，ー，ーーーー ー－－－・ー・・・・ ・・・・・ー，，，，ーーー－－－－－－－－－－－・’・・・－

⑩ 1986. 8. 3 アゴヒゲアザラシ 不明 162cm 102kg 混獲→死亡 長崎県下県郡美津島町沖

⑪ 1988. 6. 21 アゴヒゲアザラシ 1 メス 約IOOcm 85kg 迷入→マリーンパレスで
大分県津久見市四浦

福 飼育中

岡 ⑫ 1989. 6. 14 ゴマフアザラシ オス 80cm llkg 迷入→保護飼育→死亡 宮崎県串間町宮之浦漁港

⑬ 1990. 6 ゴマフアザラシ 1 不明 不明 不明 迷入→不明 鹿児島県大島郡与論島茶花港

佐

賀
⑭ 1994. 3. 6 アザラシの一種 2 不明 約300cm 不明 漂着 鹿児島県奄美大島笠利町土浜海岸

以 不明 約150cm 不明

外 ⑮ 1999. 6. I 0 ゴマフアザラシ 1 オス 95cm 18. 5kg 混獲→死亡 鹿児島県川辺郡笠沙町

⑮ 1999. 8. 29 
鰭脚類 1 

不明 不明 IOOkg以上 岩礁で休息中→不明 長崎県壱岐郡イズミ瀬
（トドと恩われる）
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図2 九州沿岸（福岡 ・佐賀を除く）における鮪脚類の漂着 ・迷入 ・混獲場所
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九州沿岸における鰭脚類の漂着 ・迷入・混獲について

表 2 九州沿岸における鰭脚類の漂着・迷入・混獲の詳細

（福岡県内）

①1879年ゴマフアザラシ

福岡市西区今津の東側にある生立浜にアザラシが迷入、近くに住む水崎万蔵氏が投網で漁獲。体長三尺（約9lcm）。

二人の漁師が買い取り、見世物にするため芸を仕込むが四十余日で死亡。糸島の洞眠斎氏（絵師）によりアザラシ

の絵が描かれた。この絵は現在、水崎家に保管されている。

②1906年1月20日 オットセイ？

福岡市粕屋郡新宮浜に迷入。井上犀次郎氏、藤田文平氏らにより捕獲、当時の様子が絵馬として残され新宮神社

に保管されている。

③1966年ll月 オットセイ？

福岡市東区大岳西側（玄界灘側）に漂着。地元中学校の先生により解剖後埋められた。その後石井忠氏により

発掘され、頭部 ・肩甲骨を保管。

④1969年7月6日 ゴマフアザラシ

福岡県宗像郡津屋崎町恋の浦沖で刺網漁中に体長70cmのゴ、マフアザラシを混獲。九州大学大学院生物資源科学府

附属水産実験所に剥製として保管されている。

⑤1999年8月30日 アザラシの一種

福岡市東区箱崎埠頭に迷入。船員が遊泳中を確認、 当館に連絡が入り現地を調査するが確認できず、その後不明。

⑥1999年8月31日 鰭脚類（トドと思われる）

福岡市西区宮浦唐戸崎の岩場で休息中の鰭脚類を発見、その後不明（8月29日に長崎県壱岐でトドと思われる個

体が写真撮影されているが、かなりの距離（（直線で約50m））があるため同一個体かどうかは不明）。

⑦1999年9月12日 アザラシの一種

福岡市東区海の中道（博多湾側）に漂着。損傷が激しく頭部はほとんどなく、体型・体毛からアザラシの一種と

断定 (1999年8月30日に箱崎埠頭に迷入したアザラシと同ーの可能性有り）。

（佐賀県内）

⑧1984年10月15日 ゴマフアザラシ

佐賀県唐津市高島沖のノリ網。

⑨1984年ll月12日 ゴマフアザラシ

佐賀県唐津市神集島の定置網で混獲。

（福岡・佐賀以外）

⑩1986年8月3日 アゴヒゲアザラシ

長崎県下県郡美津島町の沖合2kmで巻網漁中に混獲。その後間もなく死亡（体長162cm、体重102kg）。

@1988年6月21日 アゴヒゲアザラシ

大分県津久見市四浦の鳩浦湾船揚げ場で発見、現在マリーンパレスで飼育中。

⑫1989年6月14日 ゴマフアザラシ

宮崎県串間町宮之浦漁港に迷入。翌日保護し右肩周辺に外傷があったため、宮崎大学農学部家畜病院にて治療・

療養後、 7月24日海の中道海洋生態科学館に移動したが5日後死亡。
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⑬1990年6月 ゴマフアザラシ

鹿児島県大島郡与論島茶花港に迷入。防波堤で、眠っているところを発見、その後不明。

⑭1994年3月6日 アザラシの一種

鹿児島県奄美大島笠利町土浜海岸に種不明のアザラシ（2体）が漂着。

⑮1999年6月10日 ゴマフアザラシ

鹿児島県川辺郡笠沙町の定置網で混獲。

⑮1999年8月29日 鰭脚類（トドと思われる）

長崎県壱岐郡イズミ瀬の岩場で休息中を船釣り客がカメラ撮影、撮影者の話によれば人間よりも大きく（体重100

kg以上）、岩場を動きまわり鳴いていたがその後不明。
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九州沿岸における鰭脚類の漂着・迷入・混獲について

A ① 1879年ゴマフアザラシ

B② 1906年1.20 オットセイ？

C③ 1966年11 オットセイ ？

D ④ 1969年7.6 ゴマフアザラシ

E⑦ 1999年9.12 アザラシの一種

F⑬ 1999年6.10 ゴマフアザラシ

G ⑮ 1999年8.29 鰭脚類（トドと思われる）
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