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Abstract 

We analyzed 3 25 cetacean live stranding cases recorded 

in the ICR Stranding Database 001201. In large species, 

killer whale Orcinus orca, sho口一日nned pilot whale 

Globicephala macrorhynchus, false killer whale Pseudorca 

crassidens and Cuvier's beaked whale Z伊hiuscavirostris 

showed high ratio of live stranding. In small species, 

striped dolphin Stene/la coeruleoαlba, spo目ed dolphin 

Stene/la attenuata, Risso's dolphin Grampus griseus, 

common dolphin Delphinus delphis and Kogia sp. also 

showed high ratio of live stranding. Most of these species 

were thought to be species which evolved social structure 

and/or subtropical pelagic species. On the other hand, 

Pacific white-sided dolphin Lagenorhynchus obliquidens and 

finless po叩oise Neophocaena phocaenoides rarely live 

stranded in spite of large number of stranding records. 

Survival time of stranded cetaceans seemed to be within 4 8 

hours (2days). Survival rate of stranded cetaceans rescued 

and cared in aquariums suggested that most of the live 

stranded animals released to the sea might die, in spite of 

rescue effort. Case study of a live stranding of a sperm 

whale Physeter macrocephalus in April 2 000 suggested that 

1) offtcial conduct with support of whale scientists was 

important in the rescue of large species, 2) euthanasia of 

stranded whales should be considered for humane treatment. 

はじめに

海産晴乳類、特に鯨類の漂着をストランディングと総

称するが、このうち生存している例をライブストランデ

ィング（＝座礁）と呼ぶ。 一度座礁した鯨類は、人為的

な救助がなければ生存はほぼ不可能である。近年では人

々の関心が高まってきたのか、ライブストランディング

の報告も増えるとともに、鯨を海に還そうと多くの人た

ちが努力する事例も増えてきた。しかしながら陸上の野

生動物と比較して、海の晴乳類である鯨類の救助は困難

が多く、特に大型の種では成功例が少ないのが現状であ

る。また座礁した大型鯨類の救助は、労力だけではなく

金銭的にも負担が大きく、時には危険ですらある。本報

は、 日本におけるライブストランディングと救助活動の

状況を紹介するとともに、しばしば「美談Jの陰に隠れ

がちな大型鯨類の救助に伴う問題点を提起するものであ

る。なお、本稿では人力で動かし得ると思われる最大体

長4m程度までの穫を小型鯨類、それ以上の種を大型鯨

類として取り扱っている。また救助という観点から、港

や河川など通常鯨類が生息しない場所への迷入もライブ

ストランディングとして取り扱うことにする。

材料と方法

過去のストランディングの記録は日本鯨類研究所スト

ランディングデータベース001201を元に、各種条件を設

定して必要な情報を抽出した。具体的にはまず、全登録

データ2415件から今世紀の鯨類の漂着（漂流及びマス・

ストランディングを含む）及び港や河川への迷入例1371

件を抽出した。定置網など漁具による混獲例は、鯨の健

康状態に関連しない人為的要因であるので除外した。こ

のうち発見時に生存していた例は341件で、さらに種が

不明（属のレベルで判明したものを除く）の事例を除外

した325件を調査対象とした。これらの漂着／迷入はす

べて個体数ではなく事例数で扱っている。すなわち、 100
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頭のマス・ストランディング（大量座礁）も l頭の漂着

も、ともに l件として扱った。マス ・ストランディング

の場合、実際には発見時に死亡個体も含まれていること

があるが、ここではすべてライブストランディングとし

て扱った。

日本におけるライブストランディング

漂着報告件数の推移

図1に、日本鯨類研究所ストランディングデータベー

スに登録された漂着と迷入のデータ件数と、その中に占

める生存例（発見時）の件数を年度別に示す。ストラン

ディングの登録件数は年々増加傾向にあり、特に国立科

学博物館との協力体制が整った1996年以降は、年間100

件を越えている。しかしながらこの増加傾向が、ストラ

ンディングそのものの増加を示しているとは限らない。

なぜならば人々のストランディングへの関心が高まるに

つれ、報告件数もまた増加してくるからである。 一方、

生存例の割合は全件数の伸びの割には増加していない。

これは生存漂着が特に減少したわけではなく、過去の発

見（あるいは報告）例がもともと散発的であり、生きて

いた故に人目を引く、あるいは新聞記事になり記録に残

った結果と思われる。

座礁が多い鯨種と少ない鯨種

日本において漂着が多い鯨種は大型種ではオウギハク

ジラ、ミンククジラ、アカボウクジラが挙げられ、小型

種ではスナメリ、カマイルカが最も多く、ついでイシイ

ルカ、ハナゴンドウ等が挙げられる（石川、1999）。し

かし発見時に生存が確認された例は、鯨種によって大き

く異なる。図2に、漂着と迷入の鯨種別データ件数に占

める発見時の生存件数（生存率）を年度別に示す。大型

種ではシャチが高い値を示しており、コビレゴンドウ、

オキゴンドウ、アカボウクジラが続く。シャチはもとも

とストランディングの発生数そのものが少ないのだが、

他の3種については、マス ・ストランディングが多い種

として知られている。このことは、これらの種に生きた

まま座礁する傾向があるとも考えられる。

一方、生存率が低いのはヒゲクジラ類及びマッコウク

ジラである。特にヒゲクジラ類の場合は、生存の記録は

ほとんどが港湾などへの迷入例であり、実際に海岸に生

きたまま座礁した例は乏しく、漂着数の多いミンククジ

ラの場合でも、全82件の中から迷入を除外すると生存漂

着はわずかに 2件にすぎない。ヒゲクジラ及びマッコウ

クジラは鯨類の中でも最も大型の種であり、特にヒゲク

ジラは胸郭を作る骨格の構造上、陸に座礁すれば自らの

体重を支えきれず、生存はほとんど期待できない。

小型種ではスジイルカ、マダライルカ、ハナゴンドウ、

マイルカが50%を越える生存率を示し、コマツコウ属（オ

ガワコマツコウ及びコマツコウ）も生存率が高い種とし

て挙げられる。これらの種に共通点を探せば、比較的暖

海の外洋に生息する種が多い。鯨類座礁の原因の一つに

航路決定の失敗説があるが、外洋種に座礁が多いことは

その一つの現れかもしれない。また前出の大型種と併せ

て社会的な群を形成する種が多いとも言えそうだが、コ

マツコウ属については目視調査でも大きな群で発見され

ることはなく、生息域についても謎の多い種である。

これらの種に対して、カマイルカ、スナメリ、ネズミ

イルカの生存率は極めて低い。外洋性の種が座礁しやす

い点を考えると、逆に沿岸性の強いスナメリは航路決定

の失敗が起こりにくいのであろう。また沿岸種ゆえに他

種よりも死体が漂着しやすい他、沿岸漁業で混獲され死

亡した個体が投棄されている可能性も否定できない。ネ

ズミイルカの生態は不明な点が多いが、おそらくはスナ

メリと問機な理由と考えられる。カマイルカは、特に日

本海側においては長距離の季節目遊を行うことが判明し

ている。同様な回遊はイシイルカも行うが、そのイシイ

ルカと比較しでも生存率は非常に悪い。死体漂着は非常

に多いので、この種が座礁によって引き起こされるスト

レスに極めて弱いか、そもそも座礁をしない特徴をもっ

種であるのかもしれない。

救助活動の実際と救命率

座礁鯨類の生存時間

座礁した鯨類がどの程度生存できるかを示したデータ

は少ない。データベースに記載されている記録では、特

に救助や延命措置が取られなかった個体の生存時間（発

見時間→死亡時間）は小型種、大型種を問わず数時間か

ら1日以内がほとんどである。圏内で正確に生存時間が

記録された例で最長は、体長4.24mのマッコウクジラの

39時間（Miyazaki、1980）で、海岸で延命措置が施され

たマッ コウクジラ（0-798）は29時間、シャチ（0-651)

は約47時間後には死亡が確認されている。マス・ストラ

ンディングをしたカズハゴンドウの例では、 l19個体の

うち 1日後の生存率は70.6%であったが、 2日自には救

助個体がすべて死tした（Miyazakiet al.、1998）。外国

ではマッコウクジラの座礁で72時間という記録もある

(Marsh and Mamber、1999）が、国内の記録を見る限

りでは海岸に座礁した個体の生存時間は2日（48時間）

以内と考えるのが妥当であろう。

-22-



180 

160 

140 

120 

件 100

数 80

60 

40 

20 

。

大型鯨類のライブス トランディ，ング ーその問題点と対応一
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図 1. 鯨類のストランディ ングレコード件数の年間推移と、発見時生存例の年間推移。1999年には162件の

ス トランディングが記録され、このうちライブス トランディングは36件であった。
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図2.鯨種別ス トランディング件数に対するライブス トランディングの割合。総件数が10件未満の種を除く。

上 ；大型種、下 ；小型種。
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救助の成功と失敗

表 1に座礁及び迷入が記録された鯨種毎の件数と、こ

れに対して実際に救助活動が行われた事例数及びその成

功率を示す。ここでは救助成功の定義として便宜的に、

座礁個体を海に戻した例ではその後再漂着がなく死体が

発見されなかった場合を成功とし、施設に収容して治療

を施した例では48時間以上生存した場合を成功として扱

った。この48時間は、先に述べた放置された場合の最大

生存時間を基準とした。またマス ・ストランディングの

場合は死亡個体があっても、海に戻した個体があれば成

功として扱った。救助中に個体が死亡した場合（施設収

容個体では48時間以内）は失敗とし、迷入個体などで救

助活動を行った、あるいは意図したが目的を果たせず、

該当個体が自力で、海に戻った場合は救助事例として計数

しなかった。

大型種と小型種を比較すると、大型種より小型種、座

礁より迷入の方で成功率が高い傾向が見られるが、統計

学的に有意な差は見られなかった（カイ二乗検定、 p)

0. 19）。 一般に大型種より小型種の方が救助はしやすく、

個体が海中にある迷入より陸上で生理的・物理的なダメ

ージを受けた座礁の方が生存は困難であることが予想さ

れるが、実際の成功率は大型種、小型種ともに大きな差

が無いといえる。大型種の中でもマッコウクジラやツチ

クジラのように体長がIOmを越える個体の漂着でも救助

成功例はあり、 1998年6月に鹿児島県笠沙町の浅瀬に座

礁したマッコウクジラ（推定体長18m）は、漂着が干潮

時だ、ったために満潮を待って漁船2隻で沖に誘導して救

助した（0-534）。このケースでは、おそらく満潮時に

鯨が自力で遊泳できるほどの浮力が得られた結果と思わ

れるが、同じ座礁や迷入でも、救助成功の可否は状況（潮

の干満や座礁位置）、個体の健康状態（自力で遊泳でき

るか否か）などに大きく依存していることが明らかであ

る。石川I0999）は、太平洋側と日本海側の漂着データを

比較して、日本海側の漂着例で生存率が低い理由のーっ

として、冬の日本海の水温や気温の変化の差が太平洋側

より大きいことを挙げている。

大型種と小型種の比較で明らかに差が出るのは、座礁

に対する救助行為の割合である。座礁の場合、小型種で

は122例中83例（68%）に対して救助活動が行われたが、

大型種では94例中32例（34%）と半分であった。商業捕

鯨が行われていた1980年代までは座礁や迷入した大型鯨

は積極的に捕獲され食用にされる事が多かった事情もあ

るが、データの多くは1990年代のものであり、このこと

から救助活動の開始は、まず人力のみで対応可能か否か

で判断されていると推察できる。

救助鯨の生残率

座礁した鯨の救助は基本的には海に戻すことである。

通常、海に戻された鯨の再漂着が確認されなければ救助

は成功したと見なされる。しかし海に戻された鯨がたと

え死んでも、すべてが再漂着するとは限らず、救助され

た鯨が実際にどの程度生存できているのかを知ることは

極めて困難である。そこで海に戻されず水族館などの救

護施設に収容された座礁鯨の生存状況を調べることで、

座礁した鯨の救助後の生残率を推定した。データベース

に座礁鯨が施設に収容されたと記録された60例につい

て、発見時からの生残率を24時間後、 2日後、 3日後、

1週間後、 1ヶ月後、半年後、 1年以上の 7時点で計算

した。なお、生存例よりも死亡例の方が記録として記載

され易いことを考慮し、保護された旨だけ記載されて生

存期間が記載されていない例については 1年以上生存し

たと仮定した。海岸でのみ救助活動を行った事例につい

ては除外した。

図3に結果を示す。保護施設に収容された座礁個体の

うち、 50%が救助成功の目安とした48時間後まで生存し

た。しかし時間経過に従って生残率は低下し、 1年後ま

で生存した例は推定個体を含めても13%のみであった。

大型種に分類された鯨種で、保護後に 1年以上の生存が

記録されているのはコビレゴンドウの一例（O一752）の

みである。全体のデータ数も少なく、必ずしも飼育環境

に適応した鯨種ばかりではないので即断は出来ないが、

この数値は－＿§＿座礁した鯨が、たとえ救助放流されたと

してもその後の生存の可能性が極めて低いことを示唆し

ている。マス・ストランディングの原因のーっとして寄

生虫による神経障害が示されている（Morimitsuet al. , 

1986）他、単独の座礁鯨の多くが衰弱しており、解剖結

果は胃内の異物（O 116）、潰湯（0-816）、肺炎（0-807)

や敗血症（0-598）などの病的な状態を証明しており、

また陸上に座礁することでさらに生理的なダメージを受

けることを併せて考えてみても、救助放流後の鯨の生残

率は低いと考えざるをえない。

大型鯨のライブストランディング

マッコウクジラの救助

2000年4月6日、静岡県大須賀町の海岸に体長16.4m 

のマッコウクジラが座礁した。地元住民らが救助 ・延命

活動を行ったが、この鯨は29時間後に死亡した（図4、O

-798）。この事例はそれまでの座礁鯨救助例と比較して、

いくつかの点で注目すべき所がある。ひとつには座礁が

いち早く全国に報道され、多くのボランティアが救助活

動のために集まって来たこと、また町役場と国立科学博

A
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表l 鯨種別の座礁と迷入件数及び救助行為の件数とその成功率。海に戻した場合はその後再漂着せず死体

が発見されなかった例を成功とし、施設に収容して治療した場合は48時間以上生存した例を成功とし

て扱った。上 ，大型種、下； 小型種。

座 H業 迷 入
総成功率

発生件数救助行為成功率 発生件数救助行為成功率

ザトウクジラ 。 2 2 50% 50% 

ミンククジラ 3 2 50% 2 。 50% 

マッコウクジラ 9 3 67% 。 67% 

ツチクジラ 6 4 50% 。 。 50% 

アカボウクジラ 20 4 0% 。 0% 

オウギハクジラ属 35 13 46% 4 2 0% 40% 

シャチ 3 2 0% 5 100% 33% 

オキゴン ドウ 6 3 100% 5 100% 100% 

コビレゴンドウ 6 100% 2 100% 100% 

大型種合計 94 32 47% 25 7 57% 49% 

座 礁 迷 入
総成功率

発生件数救助行為成功率 発生件数救助行為成功率

ユメゴンドウ 。 2 2 100% 100% 

カズハゴンドウ 5 3 33% 。 。 33% 

ハナゴン ドウ 20 17 65% 16 4 50% 62% 

バンドウイルカ 3 2 50% 7 。 50% 

シワハイルカ 4 4 75% 100% 80% 

ハシナガイルカ 0% 。 。 0% 

マタ手ライjレカ 4 4 75% 5 2 50% 67% 

スジイルカ 10 5 60% 2 。 60% 

マイルカ 10 4 100% 10 4 75% 88% 

カマイルカ 5 3 67% 5 2 50% 60% 

サラワクイルカ 0% 。 。 0% 

セミイルカ 0% 2 。 0% 

イシイlレカ 12 7 57% 7 2 50% 56% 

ネズミイルカ 。 。 100% 100% 

スナメリ 18 12 50% 12 6 83% 61% 

コマツコウ属 27 19 53% 5 3 33% 50% 

小型種合計 122 83 58% 75 27 67% 60% 

物館、国立遠洋水産研究所から来た研究者らが協力して、 救助成功の要件

救助活動や処置について現場で指揮をとったこと、パワ 一般に座礁した鯨の救助を成功させる要件として、 ①

ーシャベルなどの重機や漁船などを動員した大がかりな 迅速な対応が出来ること、②地形や海況などの環境条件

救助活動が行われたこと等で、これらは今後も発生する がよいこと、 ③人材と器材が十分であること、④リーダ

であろう大型鯨座礁への対応に関してひとつの先例にな 一及び命令系統が明確であること、⑤鯨の状態によって

った。しかしながらこの救助例には、検討すべき点もい 対応に選択肢があること、等が挙げられる。

くつかあるように見受けられる。 大須賀町のマッコウクジラの事例では、このうち①～

③について恵まれていたと言える。座礁は人目につく広
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10% 

0% 

発見時 24時間 2日 3日 1週間 1ヶ月 6ヶ月 1年

経過時間

図 3. 座礁した鯨の施設収容後の生残率。発見時の生残率を100%とし、 7時点での生残率と生存個体に占

める大型個体と小型個体の割合を示した。死亡の記載がない記録は 1年以上生存と見なした。

図4 2000年4月6日、静岡県大須賀町の海岸に座礁した体長16.4mのマッコウクジラ。
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い海岸で発生し、天候も良好だ、った。多くの人々が救助

に参加し、大型重機も投入された。

リーダーは誰が適任か

④についても、町役場と鯨類の専門家が救助の核とな

った点で高く評価されるべきであろう。しかし行政と研

究者かどちらが最終決定を行うかという点は明確にして

おく必要がある。欧米では法で海産晴乳動物が保護され、

ボランティアによる鯨類の救助システムが整備されてい

る地域が多く、その費用の多くは寄付金でまかなわれて

いる。これに対して日本では鯨類の救助に法的義務はな

く、行政通達によって「混獲または座礁したイルカ類が、

発見時に生きている場合は海に戻すように最善の努力を

行うことJと指導されているにすぎない（平成3年3月28

日水産庁振興部長通達、ちなみにマッコウクジラ及びヒ

ゲクジラ類については混獲時の対応についてしか通達が

ない）。町役場はこれを根拠に最後まで積極的に活動し

たと思われるが、ここで考えなくてはならないのは、救

助に要した費用が莫大であった（報道によれば844万円）

ことで、これは町費すなわち税金から支払われる事にな

る。この点について納税者から苦情が来たかどうかは定

かでないが、少なくとも日本においては、税金を投入し

て鯨の救助を行う限り、行政側が決定権を持つ必要があ

るだろう。

また行政側が決定権を持つことは、数多く集まってき

たボランティアの人々を安全かつ効果的に配置する上で

も重要である。人々が鯨にむやみに手を出すことを禁止

し、救助に必要とされる適切な指示を出すためには強力

な統率力が必要となる。観衆の整理には警察を頼まなけ

ればならないかもしれない。鯨の専門家たる研究者は要

所で行政側に助言をし、 一方行政側は必要な事項につい

て進行状況を常に把握し、迅速な決定を行う必要がある。

そのためには行政側がある程度均一化したマニュアルを

作成して全国自治体に備え、担当と役割を県と市町村間

で明確にするとともに、救助の知識や経験がある近隣の

専門家（水族館や水産試験場、博物館など）と連絡を取

り合うことが重要である。

安全対策

このマッコウクジラの事例において、町職員が最も気

を使ったことは集まってきたボランティアの人々の安全

であったと聞く。これは行政が中心的な役割を果たした

ことの重要な成果である。生きている大型鯨に近づくこ

とは相当な危険が伴う。マッコウクジラの尾鰭は洋上で

小型の船を沈めるに充分な威力を持つし、小型のゴンド

ウ類ですら、暴れ出したら人間の力で抑えることは不可

能である。またイルカ類の救助はサーフィンを楽しむ若

者達の手で行われる事が多いが、何度も再漂着するイル

カを泳いで荒れた沖まで連れていくことは、人間にとっ

て危険な状況を生み出す。鯨の救助活動はしばしば熱狂

的になりやすいが、鯨を救うために人聞が事故にあって

は本末転倒である。救助を始めるに当たっては現場の気

象や地形、動物の状態などを考慮し、「安全に出来うる

事のみを行う」という冷静な判断と計画性が不可欠であ

る。

救助の可能性の検討

マッコウクジラの座礁は希に発生し、前述のごとく座

礁場所が満潮時に浮力が得られる範囲であれば、漁船で

沖に引き出して救助に成功した事例がある（0-334、o-
534）。しかしながら静岡の例では、個体は完全に海岸に

座礁した状態で満潮でも救助はできなかった。おそらく

現場にいた研究者を含め、鯨の生理生態を知る多くの人

たちはこの時点で救出不可能と判断したことと思う。 救

助が成功しないと判断された場合の選択肢としては、 ①

安楽死させる、 ②放置する、の2つしかない。しかしこ

のうち②は、救出活動を手伝い、成功を期待する多くの

観衆の前では選択できる状況ではなかった。結果として

個体が死ぬまで救助活動が続けられたわけだが、見込み

のない救助活動は自然死よりも鯨の苦痛を長引かせただ

けだった可能性もある。議論の分かれるところだが、こ

のようなケースでは安楽死も積極的に検討するべきであ

ろう。

安楽死の手段

日本では一般的ではないが、海外でストランディング

救助が組織的に行われる地域においては、救助が成功し

ないと判断された場合に安楽死の選択が推奨されてい

る。救助の見込みのない鯨を放置するよりは安楽死させ

る方が、より人道的として見なされるためである。小型

種の場合は陸上動物と同様に、 尾鰭や背鰭の静脈から薬

物を注入する方法が推奨される（Hyman、1990）が、大

型種の安楽死は困難が多い。ニュージーランドでは、 浮

力が得られないマッコウクジラは安楽死の対象とされ、

苦痛のない安楽死のため対空砲を改造した特製の銃を開

発するなど様々 な試みがなされている（Marsh and 

Mamber、1999）。大型鯨の安楽死にはこの他に口腔内に

爆発物を設置することが最も効果的とされる（Blackmore

et al.、1995）が、自衛隊の出動を要請しない限りは銃

や爆発物の規制が厳しい日本においては現実的な方法で

はない。また大型鯨に薬物を静脈から注入しようとする

と、 莫大な量の薬品を必要とする。 これらのことから日
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本において選択しうる大型鯨類の安楽死は、脂皮を外科

的に切開して心臓に直接薬物を注射する（Geraci and 

Lounsbury、1990）か、大型の包丁等で心臓を穿刺して

放血するなど、極めて限定される。

いずれの方法を採るにせよ、安楽死を選択する際に必

要なことは、①専門家（獣医師が望ましい）が判断し、

救助のリーダーがこれを宣言すること、②マスコミを含

む周囲の観衆及びボランティアに事前に十分な説明を行

うこと、の 2点であろう。特に放血は最も簡単で現実的

な方法であるが、周囲に与える視覚的な衝撃が大きいこ

とは確実で、血液をーカ所に集める工夫をしたり、でき

れば人々を遠ざけて報道機関の撮影も遠慮願うべきであ

る。

座礁鯨の利用の是非

静岡のマッコウクジラの事例では、死体の肉を積極的

に利用するべきではないかとの議論が一部であった。古

来日本では漂着鯨は「寄り鯨Jと呼ばれ、海の恵みとし

て利用されてきたし、このような文化は能動的な捕鯨が

行われる以前の社会においては世界に共通した現象であ

った。鯨肉を販売することで救助に要した費用を回収す

るという考え方は一見合理的である。しかしながら、ス

トランディングの研究が進んできた近年においては、そ

の原因としてウィルス（Domingo dαI.、1990; Van 

Bressem et al.、1993; Uchida et al.、1999）や細菌（山

田・磁貝、 1992）等多くの病理学的な報告がなされてお

り、漂着鯨が人に対して感染症を引き起こす可能性が常

に存在する事を忘れてはならない。例外はあろうが、基

本的に座礁する鯨は健康を損ねていると考えるべきであ

り、大型種、小型種を問わず公衆衛生の見地から食用に

は不適と見なされなければならない。

終わりに

ストランディングした鯨の取り扱いを説明する教科書

(Gage、1990; Geraci and Lounsbury、1990；石川、

1996；セーブ－ザ・マリンマンマール事業検討委員会、

1997など）は、救助や延命の手法について多くの知識を

与えてくれるが、実際の座礁現場に成功の要件がそろっ

ていることは稀である。しかし鯨の座礁に遭遇した人々

の多くは、鯨を救助するべく最大限の努力を払おうとす

る。著者らは鯨類の救助についてその結果に余り期待が

持てないこと、救助の選択肢として安楽死も考慮すべき

であることなどを指摘したが、それゆえに救助活動を行

うことを否定するつもりは毛頭ない。 1999年9月に座礁

したところを救助放流され、その後唐津湾で水族館に保

護されたコビレゴンドウは現在も順調に健康を取り戻し

つつある（0-752）。海外ではコククジラの幼獣が水族館

に保護されて l年後に放流された例や、ヒレナガゴンド

ウを水族館で保護治療の後にリハビリをして海に戻した

例など（Balcomb、1994）がある。これらの成功例は人

々の共感を呼び、鯨類とそのストランディングに対する

理解と関心を深めている。しかしながら安易な救助活動

や、とりわけ大型鯨類の救助において認識するべきいく

つかの点を怠ることは、不幸な人身事故にもつながりか

ねない。鯨類の救助に当たっては充分な注意と計画性が

不可欠であることを再度強調したい。
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