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松石隆 自己紹介
MATSUISHI Takashi Fritz

 北海道大学
 大学院水産科学研究院

 国際連携研究教育局

 准教授：1964年生

 出身：東京
 私立武蔵中学・高校

 東京大学教養学部基礎科
学科第２

 東大海洋研究所(大学院)

 1993年に北大に着任

 フルート奏者？

 専門
 水産資源学

 資源量推定法

 内水面遊漁管理

 東南アジアの漁業管理

 鯨類学
 漂着鯨類

 ネズミイルカ

 混獲防止，環境認知

 エコロケーション音響

 「松石研」で検索



鯨類と魚類の違い
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ネズミザメ Lamna ditropis 



背鰭の無い鯨類
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ヒゲクジラとハクジラ

髭鯨 歯鯨
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鯨類とは何か
動物界

哺乳綱

鯨偶蹄目

（旧：クジラ目）

（旧：偶蹄目）

 2亜目14科88種
 ヒゲクジラ亜目

 ハクジラ亜目
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マッコウクジラの歯
摩耗が激しい



クジラとイルカの違いは何か
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クジラ
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体長4.5～26m 35種



イルカ・ゴンドウ・その他
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イルカ
体長1.7～4m 38種

ゴンドウ
体長2.7～6m 8種

その他
体長1.6～9.5m 7種



例：シャチの分類
 界 : 動物界 Animalia
 門 : 脊索動物門 Chordata
 亜門 : 脊椎動物亜門 Vertebrata
 綱 : 哺乳綱 Mammalia
 目 : 鯨偶蹄目 Cetartiodactyla
 亜目 : ハクジラ亜目 Odontoceti
 科 : マイルカ科 Delphinidae
 亜科 : シャチ亜科 Orcininae
 属 : シャチ属 Orcinus
 種 : シャチ O. orca
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進化における「くじら」と「いるか」

鯨類の進化の過程を
DNAから調べた結果

 3700万年前にハクジラ
とヒゲクジラが分かれ
た後に、イルカが分か
れた

 クジラとイルカの違い
は、マッコウクジラとナ
ガスクジラの違いと同
程度以下
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IWCが管理している鯨類
＝大型鯨類
亜目 科 和名

ヒゲクジ
ラ亜目

ナガスクジラ科 シロナガスクジラ ナガスクジラ
イワシクジラ ニタリクジラ
ミンククジラ ザトウクジラ

コククジラ科 コククジラ

セミクジラ科 ホッキョククジラ セミクジラ

コセミクジラ科 コセミクジラ

ハクジラ
亜目

マッコウクジラ科 マッコウクジラ

アカボウクジラ科 ミナミトックリクジラ
キタトックリクジラ

16
IWCの管轄は13種のみ

大型鯨類
13種
9.2m～26ｍ

小型鯨類
ツチクジラ 13m



増えている鯨と減っている鯨

17出典：ICR  捕鯨問題の真実
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http://blogs.yahoo.co.jp/somin753_0210/20477280.html

オレゴン州南部のゴールドビーチ
シロナガスクジラ 24m 100t
2015年11月
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2011/05/25
日高町
18m(目測)
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寄鯨
STRANDING

 海生哺乳類が海岸線から陸地側へ生きた状態で座礁したり、
死んだ状態で漂着し、自力で本来の生息域に戻ることができ
なくなることです。(日本鯨類研究所)

 死んだ状態で漂流するもの、生きた状態で本来の生息域から
離れて河川などに迷入する現象も広義にストランディング
（Stranding）として扱っています。(日本鯨類研究所)

 座礁，漂着，漂流，迷入，混獲

 １頭／複数頭

 生存／死亡
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『本朝食鑑』人見必大(1695)
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寄鯨といって、数百頭の鯨が岸

に衝き上り、帰り去れずに乾死す
ることがあり、その一浦村では大
いに喜び、これをあきない、その
県の守令も大いに富んだという。
あるいはまた、なが雨・台風が海
上を渡りすぎた後、大波に漂泊し
て到来することもある。誠に危険
を労せずして自から天幸を得ると
いうことになるであろう。



発生件数
 2006年１年間で350件（日鯨研調べ）

北海道では、1997～2006年に約300件の報告

報告件数は増えているが、受報体制整備に起因
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27図：日鯨研 石川



寄鯨の種別

28

SNH070801 苫小牧 コククジラ

HUPP070519 羅臼 ネズミイルカSNH08040 えりも町 ネズミイルカ 石川慎也氏提供

O-950 平川忠生



集団座礁の原因

29図：日鯨研 石川



ストランディングネットワーク北海道
 2007年に設立した調査団体

 道内の鯨類研究者・ナチュラリスト・水族館・水産関係
者・一般市民などが参加

 専用受報電話で、寄鯨情報を収集

 情報を連絡網で共有し、手分けして調査

 情報や標本は広く科学者に公開・活用

30

くじら１１０ 検索



種別受報件数
2007-2015

種名 件数
ネズミイルカ 145
ミンククジラ 106
イシイルカ 95
カマイルカ 40
オウギハクジラ 20
マッコウクジラ 14
ザトウクジラ 11
ツチクジラ 10
アカボウクジラ 8
ツチクジラB 5
ナガスクジラ 4
ハッブスオウギハクジラ 4

種名 件数
コビレゴンドウ 3
コマッコウ 3
シャチ 3
セミイルカ 2
オガワコマッコウ 1
オキゴンドウ 1
コククジラ 1
スジイルカ 1
セミクジラ 1
タイヘイヨウアカボウモドキ 1
ハナゴンドウ 1
種不明 58

合計 23種 538
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漂着場所(2007-2015)
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寄鯨の科学調査
 寄鯨は以前、食用として利用されていた

 食中毒の恐れがあり、食べてはいけない

 学術的価値が高い

 寄鯨の報告があるとストランディングネットワーク北海道
が可能な限り調査に出動

 外部形態測定、ＤＮＡ標本採集、胃内容物等の調査を行
う

 標本は全国の専門機関に送付されて、分析に供される
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鯨類の科学調査
捕獲調査 目視調査 寄鯨調査
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鯨類の科学調査の比較
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捕獲調査 目視調査 寄鯨調査

対象 捕鯨対象種 種判別可 漂着・座礁

無作為抽出 ○ △ ×

生活史研究 ○ × ○

個体数推定 × ○ △

死因の研究 × × ○

費用 莫大 大 小

動物倫理 致死的 非致死的 非致死的



研究紹介
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ネズミイルカの回遊推定
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Taguchi et al. 2010 Fig. 2 改変



ツチクジラの隠蔽種
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他のアカボウ
クジラ科鯨類

ツチクジラA

ミナミツチクジラ

ツチクジラB

Kitamura et al. (2013)  Fig. 4 改変



汚染物質濃度の経年変化
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Saito et al. 2011
臭素系難燃剤の濃度が増加



ネズミイルカ科鯨類のPCB代謝能
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Ochiai et al 2012
ネズミイルカ科鯨類のPCB代謝能が低い



イシイルカの食性

43

Engraulis japonica
Pleuronectoidea spp.
Scorpaenidae spp. 
Unidentified fish 
Loliginidae spp. 
Gonatidae spp. 
Sepiolidae spp. 
Enoploteuthidae spp. 
Unidentified squid 
Penaeidae sp. 

テカギイカ科

イシイルカの胃内容物
松田・松石(2012)改



シャチの食性

44

Fig.3改変
出現場所、年齢によって
食性が大きく異なる



放射性セシウム汚染と
鯨類の回遊
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日本を開国の真の目的は

函館開港
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縄文～中世
 函館の貝塚

 大森貝塚を発見したモースなどが函館の貝塚を調査

 函館公園にも貝塚

 アサリ坂（すきやき 阿佐利の坂）は貝塚のアサリ

 クジラ、イルカの哺乳類の骨が出土

 縄文時代にクジラを含む海獣類を利用していた可能性が
高い
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縄文～中世
 釧路

 イルカの放射状の頭骨が発掘

 オホーツク文化

 鯨骨製の銛先・臼・鍬

 縄文時代にクジラを含む海獣類を利用していた可能性
が高い

48



49

根室市の弁天島貝塚から出土した捕鯨の様子が彫られた鳥管骨製縫い針入れ（上）
鯨の絵が浮き彫りされた鹿角（下）
オホーツク人が鯨を利用していたことを示す。



 シャチ形土製品
 函館市桔梗２遺跡

 縄文時代中期

 長さ 6.3cm
 函館市立博物館所蔵
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アイヌ人と鯨
 鯨に関する地名が道内に多数身近な存在

 フンペオマナイ 鯨がいた沢 道内多数

 フンペケウウニ 鯨の死体があるところ 根室

 フンペスマ 鯨石 室蘭

 食料として寄鯨を利用

 噴火湾岸では捕鯨も行われていたが限定的
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蝦夷迺天布利（えぞ
のてふり） 1794年
寛永年間に松前・蝦
夷地を旅した菅江真
澄がレブンゲ（豊浦
町）で目撃したアイヌ
のイルカ猟の様子

52http://ambitious.lib.hokudai.ac.jp/hoppodb/kyuki.cgi?magoid=0A002860000000000&page=54



シャチと鯨
 シャチをレプンカムイ（沖の精霊）として神格化

 シャチが鯨を村の浜に押し上げたと考えた

[カムイギリの写真]

53http://www.s-smuseumnet.com/img_shuzou/img_96_1.jpg



フンペリムセ

海岸に打ち寄せられた「寄り鯨」を老婆が、知らせを聞いた村 人
がさっそく集まってそのクジラを解体していると、カラスがおこぼ
れをもらいたそうにその周りを飛んでいる、という内容

54
http://www.ainu-museum.or.jp/



箱舘澗

55

蝦夷風物之図の内「箱舘澗内にて鯨漁、手投、モリ打込図」（部分）1858年頃
市立函館中央図書館所蔵



欧米諸国の捕鯨

 1820年代には欧米の捕鯨
船が日本周辺で操業

ペリーが来航し、1855年に
函館が開港

函館が三陸と日本海で操
業する欧米の捕鯨船の補
給基地となった

56



サンフランシスコから日本海へ
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条約と開港地
年 条約 下田 函館 長崎 横浜 新潟 神戸

1854年 日米和親条約 ○ ○

1854年 日英和親条約 ○ △

1855年 日露和親条約 ○ ○ △

1858年 安政五カ国条約 × ○ ○ ○ ○ ○
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○ 開港（条約締結後しばらくしてから開港する場合も含む）
△条約港であるが実際には不開港
×閉鎖



アメリカ式捕鯨の習得
 1854年 日米和親条約

 1855年 函館開港

 1857年 箱館丸竣工
（日本最初の洋式帆船）

 1858年 千葉房総醍醐組
幕府の要請を受けて
箱館丸で蝦夷地
捕鯨調査に出発
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箱館丸1858年(安政5年)
 3月12日 醍醐組八代目当主醍醐新兵衛定緝（さだつぐ）・

箱館奉行竹内下野守保徳（しもつけのかみやすのり）

江戸を出発

 3月23日 箱館着 箱館丸船体整備

 4月20日 箱館出発 箱館奉行所柴田利三郎同船
「出港早々、親子連れのクジラを発見し、新しい
漁具を試した。親クジラには逃げられたものの、
子クジラは首尾良く仕留めることが出来、一同幸
先が良いと喜んだという。これが日本では、ボン
ブランス銃を使って鯨を捕った第一号」

北の捕鯨記(板橋守邦著)
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箱舘澗
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蝦夷風物之図の内「箱舘澗内にて鯨漁、手投、モリ打込図」（部分）1858年頃
市立函館中央図書館所蔵



戦後
 南氷洋捕鯨船に、函館出身者が多数乗船

 北洋資料館に関連展示
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鯨族供養塔
捕鯨船船長兼砲手の天野太
輔（たすけ）

長く捕鯨に携わり２千数百頭
の鯨を捕獲

捕鯨会社の協賛を募って、
船見町千歳坂に鯨族供養塔
を昭和32年に建立

毎年、供養祭が営まれる。
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北海道大学水産科学館
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北海道大学鯨類研究会
 津軽海峡の鯨類目視調査

 ネズミイルカ混獲調査

 座礁鯨類調査

 北水祭でのくじら丼の販売

 骨格標本作製

 学会発表
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津軽海峡鯨類目視調査
津軽海峡は日本海と太平洋をつなぐ唯一の海峡で、
鯨類の回遊推定に重要なポイントだが、科学的デー
タはほとんど無い

 2003年よりフェリー会社に協力をいただき北海道大
学鯨類研究会が実施

通年：毎週末、早朝～夕方函館－青森間を定期就
航しているフェリー船から鯨類の発見に努める

発見があった場合は、位置・頭数・種名等を記録



調査回数 (～2012)

68市森ら(2013)
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月別遭遇率
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(市森ら 2013)



修学旅行生への出張講義
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生息すると考えられる鯨類
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生息すると考えられる鯨類
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カマイルカ （ハクジラ亜目）

 Pacific White-sided Dolphin Lagenorhynchus 
obliquidens

 体長 2.2-2.3m (150kg)
 背びれが鎌形で後縁が白いのが特徴
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背びれが鎌形・後端が白い



カマイルカ写真

82撮影：北大鯨類研究会



カマイルカ写真

83撮影：北大鯨類研究会



842008年9月29日 大樹沖 北大おしょろ丸から 撮影:松石隆



津軽海峡で見る事のできる
鯨類のほとんどはカマイルカ
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出現する季節は4～6月

86



考えられる回遊ルート
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回遊経路と来遊個体数

88

(松田ら 2011)



上磯におけるカタクチイワシ漁獲量、水温
とカマイルカの来遊

89
(北村ら 2012)



ミンククジラ（ヒゲクジラ亜目ナガスクジラ科）

 Common minke whale Balaenoptera acutorostrata
 体長7-10m
 2000年に北半球と南半球のものが別種と判定された。
 鋭く尖った鼻先・鎌形の背びれ・胸びれの白帯
 オホーツク海・西太平洋に25000頭生息(1990)
 資源は高位増加中
 年間220頭の捕獲。混獲も多数
 日本海の資源量は把握されていない

90
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津軽海峡のミンククジラ

92
撮影 北大鯨類研究会



ネズミイルカ （ハクジラ亜目ネズミイルカ科）

 Harbour porpoise Phocoena phocoena
 体長 1.4-1.9m
 ゆっくり前に回転する動き
 曲芸的行動はめずらしい
 単独か小さな群れ
 強沿岸性 欧米では混獲による死亡が多い
 日本沿岸での分布・回遊は不明。調査中
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ストランディング情報にみられる

津軽海峡の鯨類
和名 件数

ミンククジラ 28
オウギハクジラ* 17
カマイルカ 15
ネズミイルカ 10
イシイルカ 9
ツチクジラ* 3
ハンドウイルカ* 2
オキゴンドウ* 1

和名 件数

シャチ 1
タイヘイヨウ

アカボウモドキ* 1

ナガスクジラ* 1
ハッブスオウギハクジラ* 1
マイルカ 1
マッコウクジラ* 1
種不明 19
合計 110

96

日本沿岸のストランディングレコード（1901～2012）」（下関鯨類研究室報告 No.1）
「ストランディングレコード（2013年収集）」（下関鯨類研究室報告 No.2）
混獲情報出典：「ひげ鯨の混獲状況について」(農林水産省)



ストランディング情報だけに出現する

津軽海峡の鯨類

97



タイヘイヨウアカボウモドキ
（ハクジラ亜目アカボウクジラ科）

 英名：Longman’s Beaked Whale
 学名：Indopacetus pacificus
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2002年ごろのポスター
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タイヘイヨウアカボウモドキ
 インド洋～南太平洋が種生息場所と考えられる

 1882年にオーストラリアで発見された頭骨から1926年に
新種報告

 2002年7月26日に鹿児島で漂着した個体の写真で初め
て全身の外観がわかった。すぐに埋却

 2010年9月25日函館市石崎で漂着。初めて新鮮個体の
本格的な調査が行われた。
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鯨料理

105



鯨肉の旧３つの特徴
Ｋ：黒い

→保存方法の改善により解消

Ｋ：臭い

→保存方法の改善により解消

Ｋ：固い

→熟成・調理方法の改善

106



鯨肉の新３つの特徴

アレルギーフリー

低脂肪

バレニン含有

107



アレルギーフリー
南極海産クロミンクク
ジラはPCBや水銀が
ほとんど含まれない。

肉アレルギーの人で
も食べられるらしい

108



ヘルシー
低カロリー

 牛肉の1/3

低コレステロール

 牛肉の1/2

低脂質

 牛肉の1.5％、鶏肉の8％

高タンパク質

 牛肉の1.4倍

109



バレニンの含有
鯨類にのみ多量に含
まれる成分

無酸素運動における
抗疲労性

活性酸素除去

体脂肪を効率よく燃焼
させる

110



意外と安いかも

111
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