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はじめに

平坂恭介先生 (1887～1965) （図1) については、以前

3度ほど地方誌に記したことがある（本間， 1966, 1968, 

1996）。したがって、ここで同じようなことを書くのは、

不本意なのであるが、ある程度重複するのは、止むを得

ない。

先生は、明治44年 (1911) に東京帝国大学動物学科を

卒業後、農商務省水産局や御木本真珠養殖場の技師を経

て、名古屋市の旧制第八高等学校教授より、 1年10箇月

の英国その他欧米諸国の留学の後、台北帝国大学理農学

部の初代教授として赴任された (1928）。 1945年8月に

日本は敗戦（第二次世界大戦）し、同帝大が中華民国に

接収され、国立台湾大学となると、先生は暫時間大の理

学院に留用された。日本へは、 1948年に引き揚げられ、

アメリカ占領軍総司令部（GHQ）へ務められた後、翌

年新制新潟大学理学部の初代教授として赴任され、 1959

年に退職されてからは、東京の江原に住まわれ、お亡く

なりになった。

先生は、帝大の学生時代より、一貫して小はフ。ランク

トン（ことに赤潮）から、大は海生晴乳類まで、多岐に

わたる海生動物について、実に多様な分野について研究

された。世界にまたがるその視野は極めて幅広く、識見

豊かで、正に当代の海洋動物学権威者の御一人であった。

軟体動物イソアワモチの背眼（卒業研究）や豪州産肺魚

の感丘（英国留学中）の組織学的観察をはじめ、いくつ

も先駆的な研究成果を挙げておられる。その著述は随想

的なものも含め、 125編以上を数えた（本間， 1966,1968, 

1996）。

私は、平坂先生に師事し、講義用チャートの書き方に

始まり、真に多くのことを学んだが、新潟沖で漁獲され

た降りウナギ卵巣卵につき、短い最初の英文論文を共著

として発表する（Hirasaka and Honma, 1954）機も与

えて頂いた。私が、専攻の組織学以外に多方面にわたる

分野に手を染め得たのも、該博な智識を持っておられた

平坂先生のインパクトが大きいと、顧みて感慨深い。

ところで、以前に触れたように（本間， 1996）、平坂

先生のジ、ュゴン（8編）とコマツコウ（4編）に関する

先駆的な業績が、何故かあまり（というよりほとんど）

引用・注目されていないことをかねがね残念に思ってき

た。そこで、せめて日本海セトロジ一研究会の皆さんに

は知って貰いたいと、本稿を起こしたものである。

I ジュゴン ι

平坂先生が在外研究員を終えて帰国され、台北帝大動

物学第一講座教授として着任されたのは、 1928年のこと

である。当初は、軟体動物学を主体とする系統動物学な

どの講義・実習の準備に追われたことであろう。この辺

の事情などは、先生の講座で助手・講師 ・助教授を務め

られ、後にいずれも各分野の権威者になられた原田五十

吉（元東京教育大学教授）、川口四郎（岡山大学名誉教

授）および秋田康一（東京大学名誉教授）の諸先生から

洩れ伺ったところである。また、台北帝大で平坂先生よ

り卒業論文の指導を受けた傑出した魚類学者故加福竹一

郎博士とは、年齢差はあったが、畏友として交誼頂き、

色々と当時の事情を聞くことができた。

先生が台湾に在住されてからの、台湾生物研究の第1
報目は、平坂・原田 (1930）の日月置の浮遊動物に関す

るものであった。第2報目には、台湾にジュゴンが産す

ることを（Hirasaka, 1932）報じられた。すなわち、 1931

年 1月18日に漁夫が高尾州恒春庄の大樹房海岸で捕らえ

た全長3 m の雄個体について、頭骨標本を中心に記載

されたもので、邦文でも短報された（平坂， 1933a）。ジ

ュゴンは台湾西部において、希にしか出現しないという

以前からの聞き取り調査により、入手を待ち受けておら

れたらしいが、この頭骨は塵捨場より発見されたもので

あった。当時、琉球列島では各地に生息し、ザンノイオ

と呼んで漁獲のうえ、珍味としていたというが、一方、
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台湾ではこの頭骨標本の記載が科学上における台湾初記

録の報文となった。なお、胃中には海藻と蟹が認められ

たという。

この標本を元に、ジュゴンに関する動物学的解説、近

似種との系統類縁、各地の漁獲法、利用、伝説を詳述、

最後に天然記念物指定に至った保存の理由7項目につい

て報告されている（平坂， l933b）。さらに、これを載せ

られた台湾総督府内務局の出版物では一般の目に触れ難

いと考えられたのか、全く同文のものを台湾水産雑誌に

翌年公表された（平坂， 1934）。この中で、実物が無い

ものの漁夫よりの聞き取りとして、明治40年 (1907）頃、

宮崎県油津付近のシビ大謀網に入った個体や、朝鮮群山

沖で捕らえられたl頭 (1932年 5月）が分布の北限を示

唆すると記しておられる。早速、カナダのビクトリアと

パンク バで開催された第5回太平洋学術会議にジュゴ

ンの分布に関する論文を提出して採用され、これに出席

して講演された（Hirasaka, 1934）。

ジュゴンについては、その後も見聞記を主とした l文

がある（平坂， 1938）。また、当時の日本委任統治領で

あった南洋諸島のパラオ熱帯生物研究所（コロール島）

所員でプランクトン学者であった元田 茂博士より、平

坂先生宛にパラオ産ジュゴンの骨格と皮ならびにスケッ

チが送られてきた。内臓はすでに抜かれていたが、この

標本を売却した漁夫は、胃中よりアジモ、クロナマコお

よび魚（メヤス？）が出てきたと話していたという。こ

の標本は、 1937年2月に捕獲された雄個体で、これを用

いて主として外部形態に関する観察結果を発表された

（平坂， l939a）。

ジュゴンが台湾に産することを発表した最初の論文

(Hirasaka, 1932）が世に出てから 10年も経て、人魚に

関する随筆を書かれている（平坂， 1942）。これによる

と、この短文執筆の先年に、出産近い胎児をもっジュゴ

ンを台北帝大で解剖し、剥製標本として総督府博物館に

陳列されたことが窺えるが、この個体の記載論文は、同

僚動物学第二講座の青木文一郎教授ら 4名による「フイ

リッピン産ジュゴンの解体所見」 (1938）である。この

随筆中で、平坂先生が芸術作品にも深い関心と該博な智

識を持っておられ、ヨーロッパの美術館などを廻ってお

られたことが察しられる。スイス生まれの著名な画家の

Arnold Backlin ( 1827～1901）が描いた人魚像にまで触れ

ておられるのである。この画は、内田 (1995）が通俗科

学雑誌に掲載しているので、見られた会員もおられるこ

とであろう。先生自身も画筆を取られたので、私や加福

博士は戦前にサンダカン（マレーシア，旧ボルネオ）で

スケッチされ、先生が73歳の秋（昭和36年， 1961）に彩

色されたミノカサゴの淡彩画を頂いている。ここで、私

が強調しておきたいのは、この随筆の末尾に「要するに

台湾では儒艮を人魚とは無論云わないし、文定まった名

もない様だ」と記しておられることである。この点は、

私自身も直接お聞きしたことがある。したがって、本邦

におけるジュゴン人魚説は、やはり田中芳男男爵の訳書

（明治38年， 1875）などに由来し、これが急速に広まっ

たものであろう。

なお、ジュゴンの分布に一言でも触れた著述は、ほか

にも 3篇ある（平坂， 1936a, b, c）。

IL コマツコウ

平坂先生のコマツコウに関する論文は、仙台生まれ

(1869）で、沖縄県石垣島測候所長として長らく台風観

測などに貢献された岩崎卓爾氏からの連絡を発端として

果たされたものであった。すなわち、石垣島伊野田浜沖

で1935年3月8日に捕獲された奇怪な動物の写真が送ら

れてきて、同定を依頼されたことに始まる。この写真を

検討された平坂先生は、これをコマツコウであろうと同

定されたのである。そして、当時は本種が本邦近海に産

することは単に推測にすぎなかったので、本邦産鯨類と

して初めて加えられることになった（平坂， 193 6d ; 

Hirasaka, 1936）。 1935年10月29日付の手紙（先述の写

真同封）から暫くして、 1936年2月に、岩崎氏は砂浜に

放置されていた頭骨を含む骨格を見つけ、台北帝大に送

付した。そこで、平坂先生は骨格ことに世界中に残され

ている本属標本で最も問題にされている頭骨（神経頭蓋

＝頭蓋骨と内臓頭蓋）について、広く情報を集めた上で、

この標本をじっくり観察された（Hirasaka, 1937）。こ

の論文の内容は、轍密で格調高く、紀要などに投載され

るよりも、むしろ一流の外国専門誌に発表された方が、

もっと反響が大きかったことだろうと愚考する。

Hirasaka (1937）によれば、まず、 1837年に得られた

頭蓋骨を検討した DeBlainville(l838）は、これを新種と

認め、マッコウクジラと同属の Physeter brevicepsと命

名記載した。そして、この短報以後1937年までに50個体

ほど記録されたという。属名を Kogiaと変えたのは、 Gray

(1846）であるが、 Cogiaの綴字は Hector(1878）らが

採用したにかかわらず、その後も Kogiaを使う研究者が

多い旨に触れながら、平坂先生も Kogiaを用いている。

なお、平坂先生は当初石垣島の標本を本邦海域における

初記録と思いこまれて発表されたが（平坂， 1936d）、

それ以前に、本多 (1927）が千葉県津田沼に漂着した雄

個体について、動物学会で講演していたことに触れてい

る（平坂， 1937;Hirasaka, 1937）。この個体の完全骨

格標本は、当時の東京医学専門学校解剖学教室（現東京

医科大学）に保存されているという。
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小川鼎三先生（東大医学部解剖学教授）が論争点とさ

れた Cogia simusオガワコマツコウ（この和名は、 1938

年に黒田長礼博士が献名）は、 Owen(1865）がインド

のWaltair海岸で捕れた2個体の標本を元に、命名記載し

たものである。その頃、東北帝大医学部解剖学教室の助

教授であった小川先生は、鯨類脳の組織学的研究の傍ら、

骨格を主にした分類についても識見を述べておられた

（小川， 1936～1937）。クジラを求めて東西奔走された

様を記したこの連載は、読み物としても中々面白く、戦

後に中央公論社の科学雑誌“自然”に『鯨の研究』と題

して連載され、さらに少々補筆されたものが、同社から

『鯨の話』 (1950/1973）という単行本の形で刊行され

た。再版された程であるから、セトロジー研究会の会員

はみな所有しておられることであろう。

要するに、頭蓋骨の形状を比較検討された結果、平坂

先生は brevicepsは大型の、 simusは小型の個体を代表し

ているので、これは成長に伴う個体変異であるとみなさ

れる。両者は種差でなく、両者間の線引きは不能であり、

同一種であると結論されたのである。これに反し、小川

先生は小型の brevicepsの頭蓋骨も入手して観察され、

さらに brevicepsと simusの同大の標本を比較検討され

て、両者は別種であると結論された。確かに、コマツコ

ウとオガワコマツコウとには、頭蓋骨背面の窪みが浅い

か深いか、後頭部における左右の窪みが互いに少々離れ

ているか接近しているか、したがって左右の窪みが作り

出した隔壁の傾斜がゆるいか垂直か、さらに吻が長めか

短かめかなどの相違点がみられる。 小Jll(1939, 1949) 

は、平坂論文は検討した標本数が少ないと、手厳しい。

平坂・小川両先生の見解の相違を紹介するとなると、

それだけでも結構頁を塞ぐことになるので、詳しくは原

著に当たられるなり、小川 (1950/1973）を参照された

い。平坂論文（Hirasaka, 19 3 7）に付けられた 5業の図

版の骨格写真（ 2～23図）は、当時のものとしてはいず

れも素晴らしい出来映えで、鮮明・精微であり、貴重な

資料である。私は、この原版とは別に、台湾より引き揚

げる際に行李の中に忍ばせてこられたという著名な作本

画工の描いた見事な骨格各部のスケッチを見せて頂いた

ことがある。当初は、詳細を示すためにスケッチの方を

掲載しようと用意されたが、写真も良く撮れており、証

拠としての正確さは写真が優ると判断され、写真を選ば

れたとお聞きした。

III.台湾における捕鯨

次に、あまり知られていない台湾南端域で行われてい

た捕鯨について、興味深い記事を執筆しておられるので、

紹介しておく（平坂， 1935）。この論著は、掲載誌の参照

が容易でないのか、本邦では全く引用された節が見当た

らない。「恒春の海を見るJという題名なので、これが

台湾の都市であることを知っている邦人は少ないだろう

し、この題の中にクジラやジュゴンのことが記しである

とは、内容を読むまで気付く御仁は無いであろう。恒春

の南方6kmの処にある大板将に捕鯨基地があり、観光

客は鯨の解体や、燈台の上から捕鯨船の活躍を眺めるこ

とが出来るという文に始まっている。先述したジュゴン

も、この付近の海に生息するのだと述べている。

日本捕鯨（旧東洋捕鯨）株式会社の捕鯨船 (lOOt余，

10ノッ ト内外） 2隻が12月末から 3月下旬～4月中旬に

内地からやってきて、陸の事業所もその問活動するのだ

という。砲（鈷用） 1門を持つこの沿岸捕鯨船と、砲の

狙いをつけている砲手の写真は、平坂先生自身が撮られ

たものと明記している。そして、昭和8年 (1933）の第

10次農林統計によると、内地で1156頭、殖民地で172頭

（うち，台湾は30頭）捕獲している。台湾ではザトウク

ジラ28頭、イワシクジラとシロナガスクジラ各々 1頭ず

つで、小笠原では50頭ものザトウクジラが捕れていると

紹介されている。その他、色々と当時の模様を語り、参

考になる。台湾産円口類の一種ヒメクロメクラウナギを

めくーって交誼のできた元台湾省水産試験所員の楊 鴻嘉

氏は、この大坂時における捕鯨をより詳細に紹介してい

るが（楊， 1964）、平坂 (1935）には全く触れていない。

なお、平坂 (1935）は板、楊 (1964）は坂を使用してい

るが、私はどちらが正しいのか分らない。

ジュゴンについては、以前に執筆された報告書類の内

容を、ほとんど出ていない。しかし、たとえ当時の台湾

における多分一般人向けの科学雑誌であったにせよ、一

端の資料的価値はあり、同一誌『科学の台湾』に掲載さ

れた、詳細な記述から成る青木らの「ジュゴンの解体所

見」も、参考になる。

終わりに

ところで、残念なことに数少ない平坂論文をまともに

取り上げ、議論の対象にされたのは、小川先生だけのよ

うであるが、しかし、学会誌上ではない。その後、日本

海セトロジー研究会の創設に尽力された故山田致知金沢

大学名誉教授（小川先生の門下）は、岡山大学助教授時

代に、 Kogiαの6標本の外形・骨格および見聞などによ

る習性について論文を纏めた（Yamada, 1954）。その論

文中で、 Hirasaka(1937）が brevicepsとsimusとは成長

差に過ぎないと述べていることに対し、両者は別種であ

ると証左を提示して強調している。故西脇昌治教授は、

東大海洋研究所を停年退職された後、琉球大学に勤めら

れ、台湾大学でも講壇に立っておられた。西脇教授の有
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図 1 1956年 7月19日に、新潟大学理学部附属佐渡臨海実験所で、ムラサキウニの

人工受精過程を御観察中の明仁皇太子殿下（現天皇陛下）。左より伊藤若手一

学長（故人、細菌学）、平坂恭介所長（故人）、本間義治所員。

名な著書『鯨類・鰭脚類』（西脇， 1965）の中には、末

尾の文献欄に平坂論文のうち、ジュゴンが4篇、コマッ

コウクジラが2篇載せられてある。この本には、ジュゴ

ン（海牛類）が記載されていないのであるから、本文中

に引用していない論文は元々掲載すべきでない。コマツ

コウについては、折角掲載した 2篇がどのように引用言

及されているのか、全く見出すことができない。海生晴

乳類の分布と回遊を論じた Nishiwaki(1967）には、平

坂論文のジュゴン4篇とコマツコウl篇を文献欄に載せ

ているが、ジュゴンの分布については触れているものの、

コマツコウの方は記述が見当たらない。これも、引用の

悪しき例といえる。 Nishiwaki( 1972）も、同様である。

西脇 (1984）は絶筆と聞くが、これには文献の引用は全

く無い。没後に刊行された Nishiwakiand Marsh (1985) 

は、ジュゴンに関する総説であるが、分布の項にも頭骨

・骨格の項にも平坂論文の引照は無い。一方、鯨類研究

所に勤めておられた際の論文で、世界におけるジュゴン

分布の現状について総述した Nishiwaki et al. (1979) 

には、文献欄に天然記念物調査報告書に記した平坂

(1933a）論文を載せているが、一本文中での言及は見当

たらない。

先述した楊 (1964, 1976）は、台湾産鯨類種について

解説しているが、ことに1976年の論文の文献欄にはコマ

ツコウに関する平坂 (1936d）と Hirasaka(19 3 7）を掲

げ、本文中でも取り上げている。楊は、この論文中に恒

春沖でイワシクジラ 1頭の記録があり、これを平坂 (19

36）の資料としている。これは、平坂 (1935）の誤りで

あるので、当然文献欄に平坂 (1935）を加えねばなるま

い。内田 (1985）は、国営沖縄記念公園水族館で展示の

ために飼育しようと、小型鯨類の分布・捕獲可能性・飼

育適種などの問題を調査した。そして、末尾にコマツコ

ウに関する平坂 (1937）と Hirasaka(1937）の論文を載

せているが、本文中には本種が分布することのみに触れ

ているにすぎず、引用文はみられない。

片岡・浅野 (1990）は、平坂 (1939）論文のパラオの

ジュゴンについて記しである元田（元北大教授）のメモ

を引用して、胃中よりアジモ、クロナマコ、魚が出てき

たことを紹介している。語学に秀で、古典もよく探って

おられる神谷敏郎筑波大学名誉教授の『人魚の博物学』

(1989）と、『鯨の自然』 (1992）には、平坂論文が一切

見当たらず、いささか寂しい。同様に、粕谷・山田 (1995)

の『日本鯨類目録』にも、みられない。内田 (1994）は、

ジュゴンの形態と生活 ・生態・遊泳および漁業との関係

などを、希少野生動物保護の立場から総述した。その際、

本文中には確とした引用はしていないが、平坂論文中の

知見を読解して記述しているやに窺える節がある。そし

て、文献欄には Hirasaka(1932）と平坂 (1939a）のほ

かに、とれまで他者が引用しているのを見たことがない

平坂 (1931, 1938, 1942）を掲載している。ことに、人

魚に関する平坂 (1942）の随筆の引用は、先述の内田

(1995）の解説文との関連で注目される。なお、平坂(1931)

は1933aの誤りである。

先年、三重大学へ移られた粕谷俊雄教授は、沖縄本島

沿岸に生息するジュゴンの分布と保護に関する調査を実

施されたが、報告書を纏めるに当たり、上記平坂 (1933a)

のコピーを私に求められた。ジュゴンの保護に触れた初

めての論著という評価であったが、その後、頂いた粕谷

ら (1999）の報告書には、文献の掲載は無い。なお、神

谷ら (1979）によれば、アメリカ晴乳動物学会刊行の

“Mammalian Species”No. 8を参照して、平坂論文が2

篇掲載されていることに注目し、平坂 (1939a）を引用

しているので、台北帝大で行われた業績を知らなかった

わけではない。

私は、元来魚形動物を中心に比較組織学ないし比較内

nδ qu 



平坂恭介先生の海生日甫乳類研究

分泌学を専攻してきたので、海生晴乳類に関する学術的

単行書類はほとんど所有していない。したがって、突っ

込んだ議論は出来がたいのであるが、コマツコウについ

て、 Watson(1981)、Caldwell and Caldwell ( 1989）、

Klinowska (1991)およびJeffersonet al. 1993）には引

用されていなかった。唯一の救いは、内田（監修） (1972) 

『動物分類名辞典』の右欄（解説文献欄）に Dugongに

は平坂 (1933a）の天然記念物報告書が、 Kogiaには

Hirasaka (1937）の台北帝大紀要が掲載されていたこと

である。

博識の我が師の論文は、上述したようにさっぱり引用

されていないのである。つま り、現代風にいえば、 citation

indexは低く、impactfactorが弱いということになろうか。

平坂先生は、台北帝大動物学科の業績を挙げ、その成果

を国の内外に広めようと努められ、腐心された（たとえ

ば、平坂， 1939b）。たとえ小さな論著でも、別刷を多数

作られ、こまめに多方面へ送付されておられたと聞く。

それらの別刷類が古書店に出回ることもあり、また現に

所有しておられる先達もおられる。台北帝大の紀要、台

湾水産雑誌、台湾博物学会会報、台湾総督府内務局刊の

天然記念物調査報告書などは、大きな国公立図書館や大

学附属図書館などに所蔵されていることは、想像にかた

くない。 一方、朝鮮博物学会誌、朝鮮総督府水産試験場

報告、さらに東北中国（旧関東洲と満洲国）の魚類等に

関する論著が、現在でもかなりの頻度で引用されている

ことを承知している。

平坂 (1938）によれば、ジュゴンの研究では同僚諸氏

が「儒艮学研究所（HalicologicalInstitute）所長Jなどと

笑談していたと記しておられるのに、何故引用度が低か

ったのか（今後も？）、結局分らないまま、この紹介文

を閉じたい。
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