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研究成果の概要（和文）：ネズミイルカは沿岸に生息する鯨類で，人間活動の影響を強く受ける。欧米では多く
の研究がなされているが，日本での研究は皆無に近い。近年，鯨類の漂着・混獲情報収集体制整備や音響観測技
術の普及によって，ネズミイルカに関する新たな研究の展開が可能となった。本研究では，ネズミイルカの漂
着・混獲から得られる標本を用いて，ネズミイルカの食性を解析し，漁業資源への捕食実態を明らかにした。ま
た，音響観測技術を利用して，漁網近傍におけるネズミイルカの行動を記録し，混獲メカニズムの一端を解明し
た。これにより、ネズミイルカの漁業との競合実態の一端が明らかになり，鯨類と人類との共存の一助となる知
見を得た。

研究成果の概要（英文）：Harbour porpoise is strongly affected by human activities because its 
habitats is near shore. Wide range of researches are conducted in Europe and North America but 
little in Japan. Recently, stranding network and acoustic observation devices has developed in 
Japan, which enable to conduct new approach to the research of harbour porpoise. In the current 
study, specimens are collected from stranded and by caught harbour porpoise to analyse the diet and 
the conflict between fisheries. Also by using acoustic devices, observations are conducted around 
fishing gears to clarify the behaviour around the gears. From these result, conflicts between 
harbour porpoise and fisheries are described which will help to find a sound coexistence between 
cetacean and human.

研究分野： 水産資源学・鯨類学
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１．研究開始当初の背景 
ネズミイルカ Phocoena phocoena は，北半

球亜寒帯～寒帯の沿岸に生息する鯨類であ
る。北海道における座礁・漂着・混獲報告の
約30％を占める(松石ら2012)など日本北部沿
岸でも頻繁に出現し，多くの混獲死亡が発生
し(松石ら 2012)，また人間由来の化学物質を
体内に蓄積する(たとえば Ochiai, et al. 2010)
など，漁業活動や海洋汚染など人間活動の影
響を強く受けている。 
欧米では，ネズミイルカの混獲，食性，汚

染の影響に関する多くの研究がなされてい
る(たとえば Orphanides 2009, Hammond et al. 
2002, Santos & Pierce 2003 など多数)。日本で
は研究代表者が中心となり，2003～2005 年
に科学研究費補助金(基盤研究 B)を受けてネ
ズミイルカの調査研究を立ち上げ，漁網認知
(Honno et al. 2003, Ito et al. 2005)や，混獲個体
の成熟状態(Honma et al. 2004)等に関する基
礎的知見を得た。また，研究代表者らは，そ
の後も独自に研究を継続し，個体群構造に関
する遺伝的研究(Taguchi et al. 2010)，ネズミイ
ルカの漂着，混獲からみた分布回遊(Taguchi 
et al. 2010)，水銀や臭素系難燃材などの化学
物質の蓄積(Ochiai et al. 2012, Yasuda et al. 
2012, Saito et al. 2011, Ochiai et al. 2010) など
を報告しているが，日本沿岸のネズミイルカ
に関する情報は依然少ない。ネズミイルカと
同様に沿岸性で人間活動の影響を受けてい
る 近 縁 種 の ス ナ メ リ Neophocaena 
phocaenoides は多くの研究がなされており
水産資源保護法により保全されているのに
対し，日本における本種の研究と保全は著し
く遅れている。 
研究代表者は 2007 年に任意の調査研究グ

ループ「ストランディングネットワーク北海
道」(以下 SNH と略す)を立ち上げ，北海道内
の鯨類の座礁，漂着，混獲に関する情報と標
本を収集する体制を整備した(松石 2011) 。こ
れにより，北海道内において，毎年 15～30 件
のネズミイルカ漂着・混獲情報が収集され， 
ほぼ全ての事案で胃を含む標本を収集でき
るようになった。これにより，胃内容物解析
を通じて日本近海における食性を明らかに
し，本種の生態的地位を検討できる。特に，
漁業対象資源の資源量と食性を比較するこ
とにより，本種の漁業との競合実態を明らか
にできる。 
また，近年，ネズミイルカの鳴音（クリッ

クス）を検知して，本種の接近や行動を記録
する音響観測技術についても，格段の性能向
上が見られる。A-Tag(http://bit.ly/TfcFMH)な
どの音響観測技術を使用することにより，混
獲が頻発する定置網や刺網近傍における本
種の行動を記録できる。従来は，混獲が発生
してはじめて，漁網付近へのネズミイルカの
接近がわかった。漁業現場では，定置網を自
在に出入りしていたり，刺し網に羅網した魚
をついばんでいたりすることも疑われてい
るが，科学的証拠を得るには至っていない。

漁網近傍での行動が明らかになることによ
って，混獲防止に関する重要な基礎知見が得
られる。また，研究代表者や SNH などが収
集している混獲の発生位置，季節，個体の体
長，性別等の生物情報と組み合わせることに
よって，混獲発生の時期等の詳細も明らかに
できる。 

 
２．研究の目的 
本研究では，ネズミイルカの漂着・混獲か

ら得られる標本を用いて，ネズミイルカの食
性を検討し，本種の漁業資源への捕食実態を
明らかにする。また，音響観測技術を利用し
て，漁網近傍におけるネズミイルカの行動を
記録し，混獲メカニズムを解明する。これに
より，ネズミイルカの漁業との競合実態を明
らかにし，人類と鯨類の共存の道を探る。 

 
具体的な到達目標は以下の通りである。 
目標 1: ネズミイルカの胃内容物から，本種
の食性を明かにする。 
目標 2: 本種の食性と漁業対象資源の資源量
との比較から，本種の生態的地位，特に漁業
との競合実態について具体的に示す。 
目標 3: 音響観測装置を漁網に設置して，漁
網近傍でのネズミイルカの行動を詳細に明
らかにする。 
目標 4: 漁網近傍での行動に加え，本種の分
布，回遊，混獲個体の生物情報から，本種の
混獲発生メカニズムを具体的に示す。 
 
３．研究の方法 
工程１: 標本の入手 
SNH と連携し，ネズミイルカのストランディ
ング情報を受報し次第，可能な限り漂着現場
へ出向いて標本を収集した。入手した個体の
外部形態の計測及び解剖調査を行った。解剖
調査の際に，胃を採材した。胃は食道と腸を
閉管し，後日，研究室にて分析に供した。 
 
工程２: 胃内容物分析 
胃の外部形態を計測後，内容物を摘出した。
内容物は 80%エタノール中に保存した。消化
物の同定は，魚類であれば主に耳石，頭足類
では下顎を用いた。同定後は，解析により海
域ごとの主要餌生物の推定を行った。 
 
工程３: 漁業対象魚種選好性評価 
工程２で得られた主な餌生物のうち，漁獲対
象魚種を抽出し，水産総合研究センター，北
海道立総合研究機構が実施している水産資
源評価結果である資源量または資源量指数
と比較・検討し，漁業対象魚種に対する選好
性を定量的に明らかにした。 
 
工程４: 音響観測装置準備・設置 
イルカ用音響観測装置 A-Tag を購入し設置
準備を行った。A-Tag は，イルカの鳴音（ク
リックス）をステレオで録音し，イルカの接
近とタグ近傍での遊泳方向を記録する装置



である。4 月に北海道函館市臼尻町沖定置網，
6 月に北海道目梨郡羅臼町峯浜町刺し網に設
置し，録音・解析を行った。 
 
工程５: 音響観測データ解析 
得られた情報を解析し，ネズミイルカが漁網
に近づく時間帯，個体数，漁網近傍での行動
を明らかにした。また，その後の混獲発生の
有無を確認し，混獲が発生する前後のネズミ
イルカの行動の詳細を明らかにした。 
 
４．研究成果 
(1)ネズミイルカの食性 
2010 年から 2016 年に北海道でストランデ

ィングした 32 個体の胃内容物を調査した。
32 個体中，16 個体がオス，15 個体がメス，1
個体が雌雄不明であった。ストランディング
海域は，日本海が 7個体，太平洋が 21 個体，
津軽海峡が 1個体，根室海峡が 3個体であっ
た。 
32 個体中，空胃個体は 1 個体であり，31

個体から胃内容物が確認された。胃内容物は
6目 15 科 14 属 11 種に同定された。 
最も個体数組成が大きかったのはイカナ

ゴ属魚類であり（N%＝74.25％），出現頻度が
最も大きかったのはダンゴイカ科イカ類で
あった（F％＝53.14％）。海域別に評価した
結果，日本海において最も個体数割合が大き
かったのはヤリイカ科イカ類（N％＝
43.41％）であり，出現頻度ではダンゴイカ
科イカ類が最も大きかった（F%＝57.14％）
太平洋では，イカナゴ属魚類の個体数割合が
最も大きく（N％＝78.33％），ダンゴイカ科
イカ類の出現頻度が高かった（F%=52.38 %）。
根室海峡では，タラ科魚類の個体数組成が最
も大きく（N=39.31%），出現頻度はスケトウ
ダラ，フサカサゴ科魚類，イカナゴ属魚類が
高かった（F%=66.67%）。津軽海峡は 1個体の
みであったが，ダンゴイカ科の出現数が最も
多く，また，サケ科魚類であるサクラマスが
海域別で唯一出現した。ネズミイルカにおい
て特異的な餌生物として，エビジャコ科が 2
種出現した。また，太平洋において漂着した
SNH14032 の摂餌量が多く，イカナゴ属の耳石
が 4470 個体分出現した。 
予想に反し，漁獲対象となっている魚種の

捕食はほとんど認められず，現状，ネズミイ
ルカの捕食が漁獲対象種の資源量に影響を
及ぼす可能性は認められなかった。 
 

(2)漁網近傍でのネズミイルカの行動 
音響観測装置として A-tag（Fixed Type）

を用いて定点音響観測を行い，パルス状の超
音波から成る，クリックスと呼ばれるネズミ
イルカの鳴音を観測した。A-tag は超音波帯
の音圧を検知すると，検知時刻，音圧，パル
ス間隔を記録する。また，音源方向を知るた
めに，2 つの水中マイクを有し，マイク間の
音の到達時間差を記録する。定点音響観測は，
函館市臼尻沖合の定置網の落し網入口と

（2016 年 4月 19 日–5 月 12 日），羅臼町沖合
の底刺し網の両端（2016 年 7月 9日–25 日）
で行った。刺し網では，ネズミイルカの鉛直
移動を知るために，A-Tag を鉛直方向に設置
した。得られたデータは手動で鳴音とその他
の雑音を区別した。次に，クリックス間隔の
度数分布表を作成し，累積度数が全体の 95%
に達するクリックス間隔の値を出現間隔閾
値と定義した。出現間隔閾値以内に検知され
たクリックスは同一の出現によるものであ
ると判断して一回の出現とした。また，単位
時間あたりの出現数を出現回数，一回の出現
の継続時間を滞在時間，単位時間あたりの滞
在時間の割合を出現割合と定義した。 
その結果，定置網では 4 月 25 日のみネズ

ミイルカ 2頭の混獲が発生した。混獲発生日
を境に，期間 A（4 月 19 日–25 日）と期間 B
（4 月 26 日–5 月 2 日）を定義して，出現回
数と滞在時間について比較した。期間 Aの方
が期間 Bに比べて出現回数が多く，滞在時間
が長かった（Man-Whitney U test, p<0.05）。
全観測期間について，操業直前の出現割合に
ついて比較すると，混獲発生日のみ操業直前
に出現していた。以上の結果から，複数頭の
ネズミイルカが自ら網に進入して長時間の
滞在を繰り返し，操業前でもなお滞在し続け
たことで混獲に至ったと考えられた。 
刺し網では，7月 25 日のみネズミイルカ 1

頭の混獲が発生し，混獲直後にも鳴音が多く
観測された。また，観測期間中，複数頭が同
時に出現したと考えられる鳴音も観測され
た。出現の多くが 21–03 時に集中し，01時半
から 03 時の操業に向け減少傾向を示した。
21–03 時とそれ以外の時間を比較すると，21
–03 時は一回の出現あたりの滞在時間が長く，
滞在深度が深かった（t 検定，p<0.001）。ネ
ズミイルカでは水深20m以深の潜水は採餌の
指標とされることから，ネズミイルカは採餌
のために21–03時に刺し網近傍に複数頭で現
れ，操業を避けて離れていくことが示唆され
た。 
以上の結果より，ネズミイルカは漁網近傍

に複数頭で出現し，自ら漁網近傍を選択し滞
在することで混獲に至ると考えられた。 
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