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はじめに 

 

 ストランディングネットワーク北海道(SNH)は，2007 年よりストランディング情報通

報専用電話「北海道いるか・くじら 110 番」を開設するなどして，積極的に北海道内のス

トランディング(座礁・漂着・混獲)情報を収集しています。201８年に得た情報の概要が

まとまりましたので報告します。 

 

 ストランディング情報は，SNH 会員からの通報の他，一般の方からは専用電話および電

子メールにて通報を受けました。また，ネズミイルカ・イシイルカについては，一部地域

の漁業者に依頼し，直接情報提供していただきました。SNH が受報したストランディング

情報はメーリングリストおよびホームページで情報を公開するとともに，逐次，水産庁・

日鯨研・科博・下関鯨類研究室に報告しました。 

 

201８年に受報した北海道沿岸の鯨類ストランディング情報は５9 件 59 頭でした。鯨

種別では，ネズミイルカ１6 件１6 頭，カマイルカ９件９頭，ミンククジラ７件７頭，ス

ジイルカ５件５頭，イシイルカ４件 4 頭，オウギハクジラ３件３頭，ハッブスオウギハク

ジラ２件２頭，セミクジラ，ザトウクジラ，マッコウクジラ，ツチクジラ，コビレゴンド

ウ各１件１頭などでした。全てについて写真を取得し，また 4１件(69％)について標本を

取得しました。 

 

201８年７月２８日にはセミクジラ体長１７ｍ（SNH18022）が根室市落石三里浜に

漂着しました。鯨体は漂着直後に漂着地付近の海浜に埋却処分されましたが，ヒゲ板はほ

とんど完全な形で全て根室市歴史と自然博物館が回収し，そのほとんど全てがストランデ

ィングネットワーク北海道に譲渡されました。このヒゲ板は測定された後に，多くの研究・

教育機関，ならびに国立文楽劇場等に譲渡し，学術のみならず，社会教育や芸能文化継承

に役立ててもらっています。 

 

SNH では，引き続き道内の漂着鯨類情報および標本採集を行い，鯨類研究に寄与したい

と考えています。ご協力のほど，よろしくお願いいたします。 

国立科学博物館 田島木綿子博士，山田格博士，東京農業大学 小林万里教授，帯広畜産

大学 中郡翔太郎氏，羅臼町在住 桜井憲二氏，北海道大学 松田純佳博士，黒田実加博士，

松井菜月，前田彩貴各氏をはじめ，ご協力いただきました皆様に感謝いたします。 

 

 

 

 

 

ストランディングネットワーク北海道 

代表 松石 隆 
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２０１８年北海道沿岸におけるストランディングの概要 
鯨種別受報件数 

種名 件数 頭数 

ネズミイルカ 16 16 

カマイルカ 9 9 

ミンククジラ 7 7 

スジイルカ 5 5 

イシイルカ(イシイルカ型) 4 4 

オウギハクジラ 3 3 

ハッブスオウギハクジラ 2 2 

セミクジラ 1 1 

ザトウクジラ 1 1 

マッコウクジラ 1 1 

ツチクジラ 1 1 

コビレゴンドウ 1 1 

その他 8 8 

合計 59 59 

 
 

月別発見頭数 

 

 

種別漂着地理分布 
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SNH整理番号 
鯨種 発見場所 / 座礁・漂着・混獲 

発見日時: 発見した日時 
受報日時: SNHが受報した日時 
発見場所: 発見場所の詳細 (海域) 津軽海峡/噴火湾/太平洋/根室

海峡/オホーツク海/日本海に分類 

緯度経度: 緯度経度(WGS84) [緯度経度の根拠] 

状況: [生死・状態] 発見の経緯・発見時の状況 

生物情報: 体長:[測定者/測定方法]  性別:  写真:撮影者  鯨種判

定:判定者/判定方法 

通報経路: SNH まで情報が届くまでの経路 

調査・採材： SNH が実施／依頼した調査・採材 

標本: SNH が採取・譲渡した標本等 愛媛大学:愛大, 国立科学博物館:科博, 帯広畜産大学:帯畜大, 長崎大学:長

大, 東海大学:東海大, 東京大学:東大, 東京農業大学:農大, 日本鯨類研究所:日鯨研, 北海道医療大学:道

医大, 北海道大学:北大, 北海道薬科大学:北薬大, 北海道立総合研究機構環境科学研究センター:道環科

研, 北里大学:北里大, 酪農学園大学:酪大 

※譲渡先が標本を必ずしも保管しているとは限りません。 全量と書かれているもの以外は全て若干量です。 

備考: その他参考事項 

SNH18001 

オウギハクジラ 留萌市 / 漂着 

発見日： 2018年 1月 11日 13時 49分 
受報日： 2018年 1月 12日 2時 08分 
発見場所： 留萌市瀬越町 (日本海)  

緯度経度： 43.9439N 141.6325E [地図] 

状況： [死亡・腐敗] ツイッター情報 

http://bit.ly/2msPraO http://bit.ly/2mupXcZ 

生物情報： 体長：4.48m[SNH]  性別:♂  写真：snipers of 

fish @abu6660  鯨種判定：SNH（中郡翔太郎

DNA 判定） 

通報経路： Twitter→…→SNH→留萌市役所←匿名住民 

調査・採材： 1/18 SNH 帯広が出動し，採材 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓  愛大：筋肉，脂皮，肝臓，腎臓，脳  日鯨研：筋肉  道医大：筋肉，脂皮，肝臓，脾

臓  帯畜大：筋肉，肝臓，腎臓，脾臓，脳，頭骨  道環科研：脂皮，肝臓   東大：筋肉  北大：筋肉，脂皮，肝

臓，胃 

SNH18002 

種不明ナガスクジラ科鯨類 伊達市 / 漂着 

発見日： 2018年 1月 19日 
受報日： 2018年 1月 20日 6時 29分 
発見場所： 伊達市舟岡町 (太平洋)  

緯度経度： 42.4588N 140.8730E [現地] 

状況： [死亡・腐敗進行] ツイッター情報 

http://bit.ly/2BjnhDE 

生物情報： 体長：4m 以上[SNH(目測，頭部欠損)]  性別:

不明  写真：伊達市  鯨種判定：SNH 

通報経路： Twitter→…→SNH→伊達市役所←警察署←
匿名住民 

調査・採材： 1/22 SNH 函館が出動し，筋肉・脂皮を採材 

標本： 愛大：筋肉，脂皮  日鯨研：筋肉  道医大：筋肉，脂皮  北大：筋肉，脂皮 

凡 例 
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SNH18003 

ミンククジラ 函館市 / 漂着 

発見日： 2018年 1月 22日 11時 00分 
受報日： 2018年 1月 22日 13時 48分 
発見場所： 函館市小安町 164, 294-2 地先海岸 (津軽海

峡)  

緯度経度： 41.7472N 140.8990E [現地] 

状況： [死亡・新鮮] 流出の恐れがあったため，1/22 

函館建設管理部が陸揚げした。1/23 SNHが採

材の後，函館建設管理部が処分した。 

生物情報： 体長：739.4cm[SNH]  性別:♂  写真：函館建

設管理部  鯨種判定：SNH 

通報経路： 一般市民→警察→水産林務課→SNH 

調査・採材： 1/23 SNH 函館が出動し，外部形態測定，筋肉・脂皮を採材 

標本： 科博：筋肉，脂皮  愛大：筋肉，脂皮，胸びれ先端  日鯨研：筋肉  酪大：筋肉  道医大：筋肉，脂皮  北薬

大：胸びれ先端  道環科研：脂皮  東大：筋肉，ヒゲ板  北大：筋肉，脂皮 

SNH18004 

ネズミイルカ 標津郡標津町 / 漂着 

発見日： 2018年 2月 6日 9時 10分 
受報日： 2018年 2月 6日 20時 36分 
発見場所： 標津郡標津町茶志骨 野付半島基部 (根室海

峡)  

緯度経度： 43.6346N 145.1782E [現地] 

状況： [死亡・新鮮] 発見後，動物による食害顕著 

生物情報： 体長：127cm[SNH]  性別:不明  写真：野付ネ

ーチャーセンター 石下亜衣紗  鯨種判定：

SNH 

通報経路： 野付ネーチャーセンター石下→SNH 

調査・採材： 2/6 SNH 現地調査員が頭骨と筋肉脂皮を採材 

標本： 科博：脂皮  愛大：脂皮  道環科研：脂皮  東大：歯  北大：脂皮，歯 

SNH18005 

イシイルカ(イシイルカ型) 松前郡松前町 / 漂着 

発見日： 2018年 2月 10日 14時 00分 
受報日： 2018年 2月 10日 16時 37分 
発見場所： 松前郡松前町荒屋海岸 (日本海)  

緯度経度： 41.4202N 140.1612E [現地] 

状況： [死亡・新鮮] 匿名住民より通報。削痩，食害。 

生物情報： 体長：211.0cm[SNH]  性別:♂  写真：松前町

役場水産課・SNH  鯨種判定：SNH 

通報経路： 匿名住民→松前町役場→SNH 

調査・採材： 2/11 全身を回収した。 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，じん臓  愛大：筋肉，

脂皮，心臓，肺，肝臓，じん臓，脳，胸びれ先端  日鯨研：筋肉  酪大：筋肉，肝臓，じん臓  北薬大：胸びれ

先端  北里大：筋肉，舌  帯畜大：心臓，肺，肝臓，じん臓，すい臓，ひ臓，脳，甲状腺，各種リンパ節  道環

科研：脂皮，肝臓，メロン  東大：筋肉，甲状腺  北大：筋肉，脂皮，肝臓 ， 生殖腺 ，胃  
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SNH18006 

ネズミイルカ 釧路市 / 漂着 

発見日： 2018年 2月 24日 
受報日： 2018年 2月 26日 16時 54分 
発見場所： 釧路市知人町海岸 (太平洋)  

緯度経度： 42.9684N 144.3710E [地名] 

状況： [死亡・腐敗] 住民より釧路市博物館へ通報。

食害顕著。 

生物情報： 体長：140cm[貞國利夫]  性別:不明  写真：

発見者  鯨種判定：SNH 

通報経路： 発見者→釧路市博物館→SNH 

調査・採材： 釧路市博物館が現場確認した。 

標本： なし 

SNH18007 

オウギハクジラ 積丹郡積丹町 / 漂着 

発見日： 2018年 3月 1日 12時 00分 
受報日： 2018年 3月 1日 15時 40分 
発見場所： 積丹郡積丹町野塚町海岸 (日本海)  

緯度経度： 43.3335N 140.4404E [現地] 

状況： [死亡・腐敗] 岩礁に打ち上げられていた。 

生物情報： 体長：445cm[リフォレ積丹 YH 加藤明]  性

別:♀  写真：リフォレ積丹 YH 加藤明  鯨種

判定：SNH 

通報経路： 発見者→積丹町役場→SNH 

調査・採材： リフォレ積丹 YH 加藤明様が SNH の依頼によ

り標本を採集した。 

標本： 科博：筋肉，脂皮  愛大：筋肉，脂皮  日鯨研：筋肉  酪大：筋肉  道医大：脂皮  道環科研：脂皮  北大：

筋肉，脂皮 

SNH18008 

種不明イルカ類 苫前郡苫前町 / 漂着 

発見日： 2018年 3月 24日 
受報日： 2018年 3月 26日 
発見場所： 苫前郡苫前町力昼 56 (日本海)  

緯度経度： 44.2160N 141.6555E [現地] 

状況： [死亡・ミイラ・白骨化] 住民（大森みゆき氏）か

らの情報を桜井氏が SNH へ通報。 

生物情報： 体長：不明[]  性別:不明  写真：大森みゆき  

鯨種判定：SNH 

通報経路： 発見者→桜井氏→SNH 

調査・採材： 採材なし 

標本： なし 
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SNH18009 

ネズミイルカ 小樽市 / 漂着 

発見日： 2018年 3月 31日 10時 30分 
受報日： 2018年 3月 31日 
発見場所： 小樽市祝津 3 丁目 (日本海)  

緯度経度： 43.2383N 141.0113E [地図] 

状況： [死亡・腐敗] おたる水族館より SNH 調査員へ

通報 

生物情報： 体長：143.0 ㎝[SNH]  性別:♂  写真：おたる

水族館 川本守  鯨種判定：SNH 

通報経路： おたる水族館川本→SNH 

調査・採材： 3/31 全身回収の後，北大函館キャンパスにて

剖検・採材 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，じん臓  愛大：筋肉，

脂肪，心臓，肺，肝臓，じん臓，脳，脳脊髄液，

血液  日鯨研：筋肉  酪大：筋肉，肝臓，じん臓  北里大：歯，舌  帯畜大：心臓，肺，肝臓，じん臓，ひ臓，

すい臓，副じん，リンパ節，脳  道環科研：脂皮，肝臓，メロン  東大：筋肉  東海大：筋肉，肝臓，顔面神経  

北大：筋肉，脂皮，肝臓，歯，胃，生殖腺，前庭嚢 

SNH18010 

ツチクジラ 留萌郡小平町 / 漂着 

発見日： 2018年 4月 3日 
受報日： 2018年 4月 3日 
発見場所： 留萌郡小平町鬼鹿広富 海岸 (日本海)  

緯度経度： 44.1504N 141.6536E [地図] 

状況： [死亡・腐敗進行] 留萌市役所より SNH へ通報 

生物情報： 体長：9.4m[北海道新聞社]  性別:不明  写

真：留萌市役所  鯨種判定：SNH 

通報経路： 留萌市役所→SNH 

調査・採材： 出動せず。 

標本： なし 

SNH18011 

ネズミイルカ 函館市 / 混獲 

発見日： 2018年 4月 16日 5時 45分 
受報日： 2018年 4月 16日 6時 00分 
発見場所： 函館市臼尻町 臼尻水産定置網(沖網) (太平

洋)  

緯度経度： 41.9438N 140.9672E [現地] 

状況： [生存→死亡・新鮮] 定置網船に同乗していた

調査員が定置網に混獲されているネズミイルカ

を発見。操業中に死亡し，漁業者から譲渡され

た。 

生物情報： 体長：131.8cm[SNH]  性別 :♀  写真：SNH  

鯨種判定：SNH 

通報経路： SNH 調査員が発見 

調査・採材： 4 月 16 日全身回収の後，北大函館キャンパス

にて剖検・採材 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，じん臓  愛大：筋肉，脂肪，心臓，肺，肝臓，じん臓，脳，血液，胸びれ先  日鯨研：

筋肉  酪大：筋肉，肝臓，じん臓  北薬大：血液  北里大：歯，舌  帯畜大：心臓，肺，肝臓，じん臓，ひ臓，

すい臓，副じん，副ひ，リンパ節，脳  道環科研：脂皮，肝臓  東海大：筋肉，肝臓，顔面神経  長大：寄生虫

北大：筋肉，脂皮，肝臓，歯，胃，生殖腺  



7 

 

SNH18012 

ネズミイルカ 函館市 / 混獲 

発見日： 2018年 4月 25日 5時 15分 
受報日： 2018年 4月 25日 5時 00分 
発見場所： 函館市臼尻町 臼尻水産定置網(沖網) (太平

洋)  

緯度経度： 41.9438N 140.9672E [現地] 

状況： [生存→死亡・新鮮] 定置網船に同乗していた

調査員が定置網に混獲されているネズミイルカ

を発見。救護時には溺水しており，実験所での

介護中に死亡した。 

生物情報： 体長：152.2cm[SNH]  性別 :♀  写真：SNH  

鯨種判定：SNH 

通報経路： SNH 調査員が発見 

調査・採材： 4 月 25 日全身回収の後，北大函館キャンパス

にて剖検・採材 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，じん臓  愛大：筋肉，脂皮，心臓，肺，肝臓，じん臓，血液，胸びれ先  日鯨研：筋肉  

酪大：筋肉，肝臓，じん臓  北里大：歯，舌  帯畜大：心臓，肺，肝臓，じん臓，ひ臓，すい臓，副じん，リンパ

節  道環科研：脂皮，肝臓，メロン  東大：筋肉  北大：筋肉，脂皮，肝臓，歯，胃，生殖腺，脳 

SNH18013 

ミンククジラ 目梨郡羅臼町 / 混獲 

発見日： 2018年 5月 26日 
受報日： 2018年 5月 28日 8時 00分 
発見場所： 目梨郡羅臼町峯浜沖 (根室海峡)  

緯度経度： 43.8769N 145.1442E [現地] 

状況： [死亡・新鮮] 海上に漂流した状態で発見さ

れ、すでに死亡していた。外見上の目立った腐

敗は無かった。漁港までえい航後処理施設に

運ばれた。 

生物情報： 体長：7.7m[羅臼町]  性別:♀  写真：桜井憲

二  鯨種判定：ＳＮＨ 

通報経路： 桜井憲二→ＳＮＨ 

調査・採材： SNH の依頼により現地調査員が筋肉・皮脂・ヒ

ゲ板を採材。 

標本： 科博：筋肉，脂皮  愛大：筋肉，脂皮  日鯨研：筋肉  酪大：筋肉  道環科研：脂皮  北大：筋肉，脂皮，ヒゲ

板 

SNH18014 

ネズミイルカ 小樽市 / 漂着 

発見日： 2018年 5月 29日 
受報日： 2018年 6月 1日 13時 24分 
発見場所： 小樽市小樽市銭函５丁目地先海岸 (日本海)  

緯度経度： 43.1799N 141.256089E [現地] 

状況： [死亡・腐敗進行] ビーチコーミング中に発見 

生物情報： 体長：135cm[ＳＮＨ]  性別:♂  写真：伊藤静

孝  鯨種判定：ＳＮＨ 

通報経路： 伊藤静孝→志賀健司 

調査・採材： 6/1 にＳＮＨ函館が全身回収，北大函館キャン

パスにて解剖，採材 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，じん臓  愛大：筋肉，脂皮，心臓，肺，肝臓，じん臓  日鯨研：筋肉  酪大：筋肉，肝

臓，じん臓  道環科研：脂皮，肝臓  北大：筋肉，脂皮，肝臓，胃 



8 

 

SNH18015 

ネズミイルカ 室蘭市 / 漂着 

発見日： 2018年 6月 2日 
受報日： 2018年 6月 4日 11時 00分 
発見場所： 室蘭市室蘭市東町 3 丁目イタンキ浜 (太平洋)  

緯度経度： 42.3356N 141.0272E [地図] 

状況： [死亡・腐敗進行]  

生物情報： 体長：134.4cm[ＳＮＨ中郡]  性別:♂  写真：

室蘭民報報道部  鯨種判定：ＳＮＨ 

通報経路： 室蘭民報報道部→ＳＮＨ 

調査・採材： 6/5 にＳＮＨ帯広が全身回収，帯畜大において

解剖，採材 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，腎臓  愛大：筋肉，

脂皮，心臓，肺，肝臓，腎臓，脳  日鯨研：筋肉  酪大：筋肉，肝臓，腎臓  帯畜大：肝臓，脾臓，脳，骨格  

道環科研：脂皮，肝臓  東大：筋肉  北大：筋肉，脂皮，肝臓，胃 

SNH18016 

ミンククジラ 登別市 / 漂着 

発見日： 2018年 6月 12日 
受報日： 2018年 6月 12日 16時 15分 
発見場所： 登別市幸町 2 丁目地先海岸 (太平洋)  

緯度経度： 42.4204N 141.1265E [地図] 

状況： [死亡・腐敗進行] 室蘭建設管理部登別出張

所より通報 

生物情報： 体長：約 5m[室蘭建設管理部登別出張所]  性

別:  写真：室蘭建設管理部登別出張所  鯨

種判定：ＳＮＨ 

通報経路： 室蘭民報報道部→ＳＮＨ 

調査・採材： 出動せず。 

標本： なし 

SNH18017 

イシイルカ(イシイルカ型) 小樽市 / 漂着 

発見日： 2018年 6月 15日 
受報日： 2018年 6月 15日 8時 35分 
発見場所： 小樽市蘭島海水浴場 (日本海)  

緯度経度： 43.1988N 140.8505E [地名] 

状況： [死亡・腐敗進行] 小樽建設管理部より通報 

生物情報： 体長：約 1m[小樽建設管理部]  性別:不明  

写真：小樽建設管理部  鯨種判定：ＳＮＨ 

通報経路： …→小樽建設管理部→ＳＮＨ 

調査・採材： 出動せず。 

標本： なし 
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SNH18018 

種不明鯨類 日高郡新ひだか町 / 漂着 

発見日： 2018年 6月 21日 
受報日： 2018年 6月 21日 11時 25分 
発見場所： 日高郡新ひだか町静内浦和 (太平洋)  

緯度経度： 42.3097N 142.4052E [地図] 

状況： [死亡・腐敗] 室蘭建設管理部より通報 

生物情報： 体長：4m 以上[SNH]  性別:不明  写真：室蘭

建設管理部  鯨種判定：ＳＮＨ 

通報経路： …→室蘭建設管理部→ＳＮＨ 

調査・採材： 出動せず。 

標本： なし 

SNH18019 

ミンククジラ 斜里郡小清水町 / 漂着 

発見日： 2018年 7月 7日 
受報日： 2018年 7月 9日 11時 26分 
発見場所： 斜里郡小清水町浜小清水前浜キャンプ場 (オ

ホーツク海)  

緯度経度： 43.9356N 144.4504E [地図] 

状況： [死亡・腐敗進行] 地元住民が発見。7 月 7 日

にはすでに死亡漂着しており浅瀬を転がって

いたが，9 日になって半分埋まった状態で漂着

したため通報。 

生物情報： 体長：768.5cm[SNH 中郡]  性別:♂  写真：小

清水町役場・SNH  鯨種判定：ＳＮＨ 

通報経路： 匿名住民→観光協会→小清水町 

調査・採材： 7/11 にＳＮＨ帯広が現地にて筋肉・脂皮を採

材 

標本： 科博：筋肉，脂皮  愛大：筋肉，脂皮  日鯨研：筋肉  酪大：筋肉  道医大：筋肉，脂皮  道環科研：脂皮  

東大：筋肉  北大：筋肉，脂皮 

SNH18020 

カマイルカ 函館市 / 漂着 

発見日： 2018年 7月 21日 
受報日： 2018年 7月 23日 17時 18分 
発見場所： 函館市日ノ浜町地先海岸 (太平洋)  

緯度経度： 41.7852N 141.1096E [地図] 

状況： [死亡・腐敗進行] 地元住民が 7/21 に発見し，

7/23 に函館市恵山支所に通報した。 

生物情報： 体長：229.1cm[SNH]  性別:♂  写真：函館市

恵山支所・SNH  鯨種判定：SNH 

通報経路： 匿名住民→函館市恵山支所→SNH 

調査・採材： 7/24 に SNH が現地にて解剖・採材 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，じん臓  愛大：筋肉，

脂皮，心臓，肺，肝臓，じん臓，脳  日鯨研：

筋肉  酪大：筋肉，肝臓，じん臓  道医大：筋

肉，脂皮，心臓，肺，肝臓，じん臓  道環科研：脂皮，肝臓  北大：筋肉，脂皮，肝臓，歯，胃，生殖腺 
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SNH18021 

スジイルカ 白糠郡白糠町 / 漂着 

発見日： 2018年 7月 28日 
受報日： 2018年 7月 28日 5時 22分 
発見場所： 白糠郡白糠町刺牛海岸 (太平洋)  

緯度経度： 42.9608N 144.1108E [地名] 

状況： [死亡・腐敗進行] 森直人氏より SNH に通報 

生物情報： 体長：224.0cm[SNH 中郡]  性別:♂  写真：森

直人  鯨種判定：SNH 

通報経路： 森直人→SNH 

調査・採材： 7/28 に SNH 帯広が回収し解剖・採材 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，腎臓  愛大：筋肉，

脂皮，心臓，肺，肝臓，腎臓，脳  日鯨研：筋

肉  酪大：筋肉，肝臓，腎臓  道医大：筋肉，

脂皮，心臓，肺，肝臓，腎臓，脾臓  帯畜大：

骨格  道立道環研：脂皮，肝臓  東大：筋肉  北大：筋肉，脂皮，肝臓，胃 

SNH18022 

セミクジラ 根室市 / 漂着 

発見日： 2018年 7月 28日 
受報日： 2018年 7月 28日 14時 42分 
発見場所： 根室市落石三里浜 (太平洋)  

緯度経度： 43.1854N 145.5031E [現地] 

状況： [死亡・腐敗] 地元住民が発見し，道新記者か

ら SNH へ通報。 

生物情報： 体長：17m（巻尺）[外山雅大]  性別:♀  写真：

北海道新聞  鯨種判定：山田格 

通報経路： 匿名住民→北海道新聞根室支局→SNH 

調査・採材： 7/29 に根室市歴史と自然の資料館外山学芸

員が現地にて脂皮，ヒゲ板，骨一部を採材。根

室市歴史と自然の資料館から SNH にヒゲ板の譲渡を受けた。 

SNH18023  

カマイルカ 小樽市 / 漂着 

発見日： 2018年 7月 29日 
受報日： 2018年 7月 29日 17時 47分 
発見場所： 小樽市銭函新川河口 (日本海)  

緯度経度： 43.1657N 141.2256E [地図] 

状況： [死亡・腐敗進行] 野外観察中に発見 

生物情報： 体長：216.7 ㎝[SNH]  性別:不明  写真：匿名

住民  鯨種判定：SNH 

通報経路： 匿名住民→志賀健司→SNH 

調査・採材： 8/1 に SNH が現場にて解剖，採材 

標本： 科博：筋肉，脂皮  愛大：筋肉，脂皮，心臓，

肺  日鯨研：筋肉  酪大：筋肉  道医大：筋

肉，脂皮，心臓，肺  道立道環研：脂皮  北

大：筋肉，脂皮，歯，胃 
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SNH18024  

カマイルカ 小樽市 / 漂着 

発見日： 2018年 7月 29日 15時 15分 
受報日： 2018年 7月 30日 10時 15分 
発見場所： 小樽市銭函小樽市し尿処理場地先海岸 (日

本海)  

緯度経度： 43.1507N 141.1445E [地図] 

状況： [死亡・腐敗進行] 地元住民が発見し，警察署

へ通報した。 

生物情報： 体長：181.9 ㎝（残部）[SNH]  性別:♀  写真：

SNH  鯨種判定：SNH 

通報経路： 匿名住民→小樽警察署→ 

調査・採材： 8/1 に SNH が現場にて解剖，採材 

標本： 科博：筋肉  愛大：筋肉  日鯨研：筋肉  酪

大：筋肉  道医大：筋肉  北大：筋肉，歯 

SNH18025  

スジイルカ 苫小牧市 / 座礁 

発見日： 2018年 8月 1日 14時 00分 
受報日： 2018年 8月 1日 14時 42分 
発見場所： 苫小牧市錦岡地先海岸 (太平洋)  

緯度経度： 42.6084N 141.5127E [地図] 

状況： [生存→死亡・新鮮] 市民が座礁しているのを

発見し，苫小牧漁組に通報。市民らが救助活

動を試みたが 15 時前に死亡。苫小牧市環境

生活課，室蘭建設管理部苫小牧出張所から

SNH に通報。 

生物情報： 体長：216.9 ㎝[SNH]  性別 :♂  写真：SNH  

鯨種判定：SNH 

通報経路： 匿名住民→苫小牧漁業協同組合→苫小牧市

農業水産振興課→苫小牧市環境生活課

→SNH 

調査・採材： 8/1 に SNH が現場にて解剖，採材   

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，じん臓  愛大：筋肉，脂皮，心臓，肺，肝臓，じん臓，血液  日鯨研：筋肉  酪大：筋

肉，じん臓，肝臓  道医大：筋肉，脂皮，心臓，肺，肝臓，じん臓，ひ臓，血液  帯畜大：脂皮，心臓，肺，肝

臓，じん臓，腸，すい臓，ひ臓、生殖腺、脊髄、骨格（上顎先端、椎骨、肩甲骨、胸鰭）、甲状腺、副腎、リンパ

節  道環科研：脂皮，肝臓  北大：筋肉，脂皮，肝臓，歯，生殖腺，骨，胃，脳 

SNH18026  

ザトウクジラ 白糠郡白糠町 / 漂着 

発見日： 2018年 8月 7日 
受報日： 2018年 8月 7日 15時 14分 
発見場所： 白糠郡白糠町西庶路西 2 条南 3 丁目地先海

岸 (太平洋)  

緯度経度： 42.9700N 144.1282E [地図] 

状況： [死亡・腐敗進行] 市民が漂着しているのを発

見し，交番へ通報。 

生物情報： 体長：約 10m[釧路総合振興局]  性別:不明  

写真：白糠町  鯨種判定：SNH 

通報経路： 匿名住民→釧路警察署→白糠町→SNH 

調査・採材： 8/8 に SNH 帯広が現場にて筋肉サンプルを採

材 

標本： 科博：筋肉  愛大：筋肉  日鯨研：筋肉  北

大：筋肉  
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SNH18027  

カマイルカ 羅臼町 / 漂着 

発見日： 2018年 8月 7日 16時 00分 
受報日： 2018年 8月 9日 
発見場所： 羅臼町海岸町 (根室海峡)  

緯度経度： 44.0651N 145.2401E [地図] 

状況： [死亡・腐敗進行] 羅臼町海岸町の海岸に漂

着した状態で発見され、すでに死亡していた。

原型は留めていたものの、腐敗が進行してい

た。 

生物情報： 体長：1.7m[羅臼町]  性別:不明  写真：羅臼

町  鯨種判定：羅臼町 

通報経路： 匿名住民→羅臼町→SNH 

調査・採材： 8/7 に羅臼町役場職員が回収し、羅臼町水産

加工残渣堆肥化施設に搬入処理をした。 

標本： なし 

SNH18028  

種不明イルカ類 羅臼町 / 漂着 

発見日： 2018年 8月 9日 9時 00分 
受報日： 2018年 8月 9日 
発見場所： 羅臼町岬町 (根室海峡)  

緯度経度： 44.1114N 145.2502E [地図] 

状況： [死亡・腐敗進行] 羅臼町岬町の海岸に漂着し

た状態で発見され、すでに死亡していた。原型

はほぼ留めていたものの、腐敗が進行してい

た。 

生物情報： 体長：1.5m[羅臼町]  性別:不明  写真：羅臼

町  鯨種判定：羅臼町 

通報経路： 匿名住民→羅臼町→SNH 

調査・採材： 8/9 に羅臼町役場職員が回収し、羅臼町水産

加工残渣堆肥化施設に搬入処理をした。 

標本： なし 

SNH18029  

カマイルカ 函館市 / 漂着 

発見日： 2018年 8月 14日 
受報日： 2018年 8月 14日 9時 55分 
発見場所： 函館市豊崎町地先海岸 (太平洋)  

緯度経度： 41.9495N 140.9313E [現地] 

状況： [死亡・腐敗進行] 匿名住民が発見，南茅部漁

協へ通報。 

生物情報： 体長：220cm[SNH]  性別:♂  写真：SNH  鯨

種判定：SNH 

通報経路： 匿名住民→南茅部漁業協同組合→函館市南

茅部支所 

調査・採材： 8/14 に SNH が現地にて解体，採材 

標本： 科博：筋肉  愛大：筋肉  日鯨研：筋肉  酪

大：筋肉  道医大：筋肉  北大：筋肉   
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SNH18030  

種不明マイルカ科鯨類 天塩郡豊富町 / 漂着 

発見日： 2018年 8月 15日 
受報日： 2018年 8月 15日 9時 49分 
発見場所： 天塩郡豊富町稚咲内地先海岸 (日本海)  

緯度経度： 45.0753N 141.6362E [現地] 

状況： [死亡・腐敗進行] 稚内建設管理部より通報 

生物情報： 体長：約 2.5m[稚内水試]  性別:♂  写真：稚

内建設管理部  鯨種判定：SNH 

通報経路： 稚内建設管理部→SNH 

調査・採材： 8/16 に稚内水試職員が現地にて筋肉サンプ

ルを採材 

標本： 科博：筋肉  愛大：筋肉  日鯨研：筋肉  酪

大：筋肉  道医大：筋肉  北大：筋肉 

SNH18031  

カマイルカ 野付郡別海町 / 漂着 

発見日： 2018年 8月 23日 
受報日： 2018年 8月 23日 17時 30分 
発見場所： 野付郡別海町本別海地先海岸 (オホーツク

海)  

緯度経度： 43.3909N 145.2853E [地図] 

状況： [死亡・腐敗] 別海町役場より通報 

生物情報： 体長：211.0cm[SNH 中郡]  性別:♀  写真：

SNH  鯨種判定：SNH 

通報経路： 根室振興局→別海町役場→SNH 

調査・採材： 8/24 に別海町ゴミ処理場へ搬入。同日，SNH

帯広がゴミ処理場にて剖検・採材した。 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，じん臓  愛大：筋肉，

脂皮，肺，肝臓，じん臓，脳  日鯨研：筋肉  

酪大：筋肉，肝臓，じん臓  道医大：筋肉，脂皮，肺，肝臓，じん臓，ひ臓  帯畜大：骨格  道立道環研：脂

皮，肝臓  東大：筋肉  北大：筋肉，脂皮，肝臓，胃  

SNH18032  

種不明鯨類 根室市 / 漂着 

発見日： 2018年 8月 28日 
受報日： 2018年 8月 28日 16時 56分 
発見場所： 根室市根室市花咲港外壁 (太平洋)  

緯度経度： 43.2813N 145.5779E [地図] 

状況： [死亡・腐敗進行] 港の外壁に漂着，海上保安

庁より連絡があり，根室市港湾課が処理。頭

部・尾が欠損しており，かなり腐敗していた。 

生物情報： 体長：7.8m[外山雅大]  性別:不明  写真：道

新根室・外山雅大  鯨種判定：SNH 

通報経路： 海上保安庁→…→SNH 

調査・採材： 外山雅大学芸員（根室市歴史と自然の資料

館）が 8/27 に筋肉脂皮を採材。その後，根室

市の処分場に埋設された。 

標本： 日鯨研：脂肪 
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SNH18033  

ハッブスオウギハクジラ 様似郡様似町 / 漂着 

発見日： 2018年 8月 29日 
受報日： 2018年 8月 29日 10時 05分 
発見場所： 様似郡様似町港町 海岸 (太平洋)  

緯度経度： 42.1306N 142.9124E [現地] 

状況： [死亡・新鮮] 漁業者が発見し役場に通報 

生物情報： 体長：538.4cm[SNH]  性別:♀  写真：様似町

役場  鯨種判定：SNH 中郡(DNA) 

通報経路： 漁業者→様似町役場→日高振興局→SNH 

調査・採材： 8/30 06:00 より漂着現場にて SNH が解剖調査

を実施。 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，じん臓  愛大：筋肉，

脂皮，心臓，肺，肝臓，じん臓，血液，脳，脳脊

髄液，胸ビレ先端  日鯨研：筋肉  酪大：筋

肉，じん臓，肝臓  道医大：筋肉，脂皮，心臓，肺，肝臓，じん臓，ひ臓，血液  北薬大：胸ビレ先端，血液  

北里大：舌  帯畜大：筋肉，心臓，肺，肝臓，じん臓，すい臓，ひ臓，腸，甲状腺，副じん，リンパ節，生殖腺，

脳，寄生虫，骨格  道環科研：脂皮，肝臓  東海大：顔面神経，筋肉，肝臓  北大：筋肉，脂皮，肝臓 ，胃 

SNH18034  

ハッブスオウギハクジラ 釧路市 / 漂着 

発見日： 2018年 8月 31日 8時 00分 
受報日： 2018年 8月 31日 14時 44分 
発見場所： 釧路市三津浦地先海岸 (太平洋)  

緯度経度： 42.9422N 144.4751E [地図] 

状況： [死亡・新鮮] 座礁場所近隣に住む漁業者が

当該鯨を発見し，漁協へ通報。その後，漁協

職員より釧路市役所へ連絡。 

生物情報： 体長：510.0 ㎝[SNH 中郡]  性別:♀  写真：釧

路市役所  鯨種判定：SNH 中郡(DNA) 

通報経路： 漁業者→釧路市東部漁業協同組合→釧路市

→SNH 

調査・採材： 9/1 06：00 より漂着現場において SNH 帯広が

解剖調査。 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，じん臓  愛大：筋肉，脂皮，心臓，肺，肝臓，じん臓，脳、血液、胸ビレ先端  日鯨

研：筋肉  酪大：筋肉，肝臓，じん臓  道医大：筋肉，脂皮，心臓，肺，肝臓，じん臓，ひ臓、血液  北薬大：胸

ビレ先端  北里大：舌  帯畜大：筋肉，心臓，肺，肝臓，じん臓，腸，すい臓，甲状腺，副じん，ひ臓，生殖腺，

脳，各リンパ節，骨格  道立道環研：脂皮，肝臓  東大：筋肉，甲状腺  北大：筋肉，脂皮，肝臓，生殖腺，胃  

SNH18035  

スジイルカ 様似郡様似町 / 座礁 

発見日： 2018年 9月 2日 11時 00分 
受報日： 2018年 9月 2日 11時 24分 
発見場所： 様似郡様似町大通 3 丁目 7 番地先海岸 (太

平洋)  

緯度経度： 42.1248N 142.9407E [地図] 

状況： [生存・正常] 住民が発見し役場に通報 

生物情報： 体長：2m 弱[様似町役場]  性別:♀  写真：様

似町役場  鯨種判定：SNH 

通報経路： 住民→様似町役場→SNH 

調査・採材： 砂浜に座礁し，自力では海へ戻れない状態で

あったため，SNHの指示により様似町役場が救

助を試みた。搬出方法を検討していた 11:40 ご

ろ，寄せてきた波にさらわれるように海へ戻り，

その後自力で遊泳を開始した。 

標本： なし 
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SNH18036  

種不明マイルカ科鯨類 室蘭市 / 漂着 

発見日： 2018年 9月 3日 8時 00分 
受報日： 2018年 9月 3日 8時 55分 
発見場所： 室蘭市東町 3 丁目イタンキ浜 (太平洋)  

緯度経度： 42.3334N 141.0247E [地図] 

状況： [死亡・ミイラ・白骨化] 海岸パトロール中に発

見 

生物情報： 体長：2m弱[室蘭建設管理部登別出張所]  性

別:不明  写真：室蘭建設管理部  鯨種判定：

SNH 

通報経路： 海岸パトロール→室蘭建設管理部→SNH 

調査・採材： なし 

標本： なし 

SNH18037 

カマイルカ 様似郡様似町 / 漂着 

発見日： 2018年 9月 3日 10時 30分 
受報日： 2018年 9月 3日 12時 00分 
発見場所： 様似郡様似町エンルム岬 (太平洋)  

緯度経度： 42.1213N 142.9194E [地図] 

状況： [死亡・腐敗] 観光客が発見，漁協へ通報。そ

の後漁協が役場へ連絡。 

生物情報： 体長：2m 弱[様似町役場]  性別:不明  写真：

様似町役場  鯨種判定：SNH 

通報経路： 一般市民→漁業協同組合→様似町役場

→SNH 

調査・採材： 調査なし。様似町が埋却処分済。 

標本： なし 

SNH18038 

スジイルカ 様似郡様似町 / 漂着 

発見日： 2018年 9月 4日 9時 45分 
受報日： 2018年 9月 4日 9時 53分 
発見場所： 様似郡様似町栄町地先海岸 (太平洋)  

緯度経度： 42.1253N 142.9241E [現地] 

状況： [死亡・腐敗] 市民から様似町役場へ通報。 

生物情報： 体長：212.5 ㎝[SNH 中郡]  性別:♂  写真：様

似町役場  鯨種判定：SNH 

通報経路： 一般市民→様似町役場→SNH 

調査・採材： 9/4 に帯畜大が全身回収，帯畜大にて剖検。 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，じん臓  愛大：筋肉，

脂皮，心臓，肺，肝臓，じん臓，脳  日鯨研：

筋肉  酪大：筋肉，肝臓，じん臓  道医大：筋肉，脂皮，心臓，肺，肝臓，じん臓，ひ臓  帯畜大：心臓，肺，肝

臓，じん臓，腸，すい臓，甲状腺，副じん，ひ臓，生殖腺，脳，各リンパ節，骨格  道立道環研：脂皮，肝臓  東

大：筋肉  北大：筋肉，脂皮，肝臓，歯，胃  
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SNH18039 

種不明マイルカ科鯨類 釧路市 / 漂着 

発見日： 2018年 9月 7日 10時 30分 
受報日： 2018年 9月 7日 18時 14分 
発見場所： 釧路市紫雲台１ (太平洋)  

緯度経度： 42.9654N 144.3940E [地図] 

状況： [死亡・ミイラ・白骨化] 市民から SNH へ通報。 

生物情報： 体長：不明[]  性別:不明  写真：熊谷佐枝子  

鯨種判定：SNH 

通報経路： 一般市民→SNH 

調査・採材： なし 

標本： なし 

SNH18040 

カマイルカ 室蘭市 / 漂着 

発見日： 2018年 9月 10日 10時 30分 
受報日： 2018年 9月 10日 11時 37分 
発見場所： 室蘭市東町 3 丁目イタンキ浜 (太平洋)  

緯度経度： 42.3364N 141.0301E [地図] 

状況： [死亡・腐敗進行] 海岸パトロール中に発見。 

生物情報： 体長：196.9cm[SNH]  性別:♀  写真：室蘭建

設管理部登別出張所  鯨種判定：SNH 

通報経路： 室蘭建設管理部登別出張所→SNH 

調査・採材： 9/10 に SNH が全身回収。同日 21 時より北大

函館キャンパスにて剖検。 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，じん臓  愛大：筋肉，

脂皮，心臓，肺，肝臓，じん臓，脳  日鯨研：

筋肉  酪大：筋肉，肝臓，じん臓  道医大：筋

肉，脂皮，心臓，肺，肝臓，じん臓，ひ臓  道立道環研：脂皮，肝臓，メロン  北大：筋肉，脂皮，肝臓，歯，

胃，生殖腺 

SNH18041 

マッコウクジラ 根室市 / 漂着 

発見日： 2018年 9月 8日 
受報日： 2018年 9月 9日 7時 31分 
発見場所： 根室市根室市桂木 (太平洋)  

緯度経度： N E [地名] 

状況： [死亡・腐敗進行] 根室市港湾課により漂着場

所近くに埋設 

生物情報： 体長：18m[外山雅大]  性別:不明  写真：外

山雅大  鯨種判定：SNH 

通報経路： 地元住民→根室市→根室市歴史と自然の資

料館→SNH 

調査・採材： SNH の依頼により，9/9 に根室市歴史と自然の

資料館外山学芸員が現地にて筋肉，脂肪，歯を採材。 

標本： SNH:筋肉，脂皮，歯 
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SNH18042 

イシイルカ(イシイルカ型) 野付郡別海町 / 漂着 

発見日： 2018年 9月 20日 
受報日： 2018年 9月 22日 10時 36分 
発見場所： 野付郡別海町野付トドワラ (根室海峡)  

緯度経度： 43.5846N 145.3248E [地図] 

状況： [死亡・新鮮] 9/21 に発見者より野付ネイチャー

センターへ通報。野付ネイチャーセンターが確

認に向かう。徒歩で入り込めない位置に白黒の

物体があり、望遠鏡で確認するも、物の判定は

困難。15 分ほどで潮に浸かり見えなくなる。

2018/9/22 

朝、潮の低い時間にドローンで上空より確認。 

生物情報： 体長：約 2m[SNH（写真より推定）]  性別:不明  写真：野付ネイチャーセンター 石下亜衣紗  鯨種判定：SNH 

通報経路： 地元住民→野付ネイチャーセンター→SNH 

調査・採材： 回収困難な位置にあるため放置。 

標本： なし  

SNH18043 

スジイルカ 登別市 / 漂着 

発見日： 2018年 10月 2日 11時 06分 
受報日： 2018年 10月 2日 11時 34分 
発見場所： 登別市幌別町 2 丁目幌別川河口 (太平洋)  

緯度経度： 42.4026N 141.1023E [地図] 

状況： [死亡・腐敗] 発見者の Facebook 投稿を見た

笹森琴絵氏が，SNH に通報。 

生物情報： 体長：224.3cm[SNH]  性別 :♂  写真：SNH  

鯨種判定：SNH 

通報経路： 一般市民→…→笹森琴絵→SNH 

調査・採材： 10/2 に SNH が回収，帯畜大にて剖検，採材。 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，腎臓  愛大：筋肉，

脂皮，心臓，肺，肝臓，腎臓，脳，血液  日鯨

研：筋肉  酪大：筋肉，肝臓，腎臓  道医大：

筋肉，脂皮，心臓，肺，肝臓，腎臓，脾臓  北里大：舌  帯畜大：心臓，肺，肝臓，腎臓，腸，膵臓，甲状腺，副

腎，脾臓，生殖腺，脳，リンパ節，骨格  道立道環研：脂皮，肝臓，メロン  北大：筋肉，脂皮，肝臓，生殖腺，

歯，胃  

SNH18044 

ネズミイルカ 目梨郡羅臼町 / 漂着 

発見日： 2018年 10月 4日 6時 00分 
受報日： 2018年 10月 4日 18時 43分 
発見場所： 目梨郡羅臼町岬町 (根室海峡)  

緯度経度： 44.1395N 145.2665E [地図] 

状況： [死亡・腐敗進行] 羅臼町北浜の海岸に漂着し

た状態で発見され，すでに死亡していた。原型

はほぼ留めていたものの、腐敗が進行してい

た。 

生物情報： 体長：2.0m[羅臼町]  性別:♂  写真：羅臼町  

鯨種判定：羅臼町 

通報経路： 漂着地近隣漁業者→…→羅臼町役場→SNH 

調査・採材： 当日中に羅臼町役場職員が回収し，羅臼町水

産加工残渣堆肥化施設に搬入処理をした。 

標本： なし 
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SNH18045 

オウギハクジラ 白老郡白老町 / 漂着 

発見日： 2018年 10月 8日 
受報日： 2018年 10月 9日 
発見場所： 白老郡白老町社台 地先海岸 (太平洋)  

緯度経度： 42.5650N 141.3951E [現地] 

状況： [死亡・腐敗進行] 住民が発見し，白老町へ通

報。 

生物情報： 体長：421.5cm[SNH]  性別 :♀  写真：SNH  

鯨種判定：SNH（中郡翔太郎 DNA 判定） 

通報経路： 匿名住民→白老町→室蘭開発建設部→室蘭

建設管理部登別出張所→SNH 

調査・採材： 10/10 に SNH 函館及び SNH 帯広が現地にて

解剖調査，採材を行った。 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，じん臓  愛大：筋肉，

脂皮，心臓，肺，肝臓，じん臓，脳，血液  日鯨研：筋肉  酪大：筋肉，肝臓，じん臓  道医大：筋肉，脂皮，心

臓，肺，肝臓，じん臓，ひ臓，血液  帯畜大：筋肉，肝臓，脾臓，腎臓，心臓，肺，リンパ節，脳，骨格  道環科

研：脂皮，肝臓，メロン  北大：筋肉，脂皮，肝臓，胃  

SNH18046  

コビレゴンドウ 白老郡白老町 / 漂着 

発見日： 2018年 10月 15日 
受報日： 2018年 10月 15日 13時 37分 
発見場所： 白老郡白老町社台 地先海岸 (太平洋)  

緯度経度： 42.5611N 141.3880E [地図] 

状況： [死亡・腐敗進行] 住民が発見し，白老町へ通

報。 

生物情報： 体長：455.8cm[SNH]  性別:♀  写真：室蘭建

設管理部登別出張所  鯨種判定：SNH 

通報経路： 匿名住民→白老町→室蘭建設管理部登別出

張所→SNH 

調査・採材： 10/16 に SNH 函館が現地にて調査。 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，じん臓  愛大：筋肉，

脂皮，心臓，肺，肝臓，じん臓，脳，血液  日

鯨研：筋肉  酪大：筋肉，肝臓，じん臓  道医大：筋肉，脂皮，心臓，肺，肝臓，じん臓，ひ臓，血液  北里大：

舌  道環科研：脂皮，肝臓，メロン  東海大：筋肉，じん臓，顔面神経  北大：筋肉，脂皮，肝臓，歯，胃，生殖

腺  

SNH18047  

カマイルカ 室蘭市 / 漂着 

発見日： 2018年 11月 5日 8時 00分 
受報日： 2018年 11月 5日 13時 07分 
発見場所： 室蘭市みゆき町 3 丁目 (太平洋)  

緯度経度： 42.3308N 141.0217E [地図] 

状況： [死亡・ミイラ・白骨化] 海岸パトロール中に発

見。 

生物情報： 体長：2m弱[室蘭建設管理部登別出張所]  性

別:不明  写真：室蘭建設管理部登別出張所  

鯨種判定：SNH 

通報経路： 海岸パトロール→室蘭建設管理部登別出張所

→SNH 

調査・採材： 出動せず。 

標本： なし  
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SNH18048  

ミンククジラ 目梨郡羅臼町 / 漂着 

発見日： 2018年 11月 11日 
受報日： 2018年 11月 11日 13時 52分 
発見場所： 目梨郡羅臼町瀬石 (根室海峡)  

緯度経度： 44.1770N 145.3107E [地図] 

状況： [死亡・新鮮] 住民が発見し，羅臼町役場に通

報。ヒグマがついており，食害顕著。 

生物情報： 体長：595cm[桜井憲二]  性別:不明  写真：

桜井憲二  鯨種判定：桜井憲二 

通報経路： 匿名住民→羅臼町役場→桜井憲二→SNH 

調査・採材： 11/19 に羅臼町が回収し，廃棄物処理施設へ

搬入。出動なし。 

標本： なし 

SNH18049  

ミンククジラ 宗谷郡猿払村 / 漂着 

発見日： 2018年 11月 21日 9時 00分 
受報日： 2018年 11月 21日 10時 42分 
発見場所： 宗谷郡猿払村知来別 (オホーツク海)  

緯度経度： 45.3858N 142.0794E [地名] 

状況： [死亡・腐敗進行] 住民から通報を受けた猿払

村漁協が役場に通報。 

生物情報： 体長：約 4.5m[猿払村]  性別:不明  写真：猿

払村  鯨種判定：SNH 

通報経路： 匿名住民→猿払村漁協→猿払村役場→SNH 

調査・採材： 出動せず。 

標本： なし 

SNH18050  

ミンククジラ 石狩市 / 漂着 

発見日： 2018年 12月 1日 
受報日： 2018年 12月 4日 15時 16分 
発見場所： 石狩市厚田区嶺泊 (日本海)  

緯度経度： 43.3414N 141.4214E [地図] 

状況： [死亡・腐敗] 住民から連絡を受けた漁協職員

が確認，石狩市へ通報。まだ腐敗はそれほど

進んでいない（12/6 時点で腐敗は少程度か）。

食害（鳥）は中程度（ほとんど表面のみ）、欠損

なし。 

生物情報： 体長：700（±5）cm[志賀]  性別:♂  写真：石狩

市  鯨種判定：SNH 

通報経路： 匿名住民→石狩湾漁協→石狩振興局→SNH 

調査・採材： 石狩砂丘の風資料館志賀学芸員が現地にて計測及びヒゲ板の採取を行った。 

標本： いしかり砂丘の風資料館：ヒゲ板  北大：ヒゲ板  
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SNH18201  

ネズミイルカ 目梨郡羅臼町 / 混獲 

発見日： 2018年 4月 24日 
受報日： 2018年 4月 24日 
発見場所： 目梨郡羅臼町峯浜沖 (根室海峡)  

緯度経度： 43.8783N 145.1668E [現地] 

状況： [死亡・新鮮] かれい刺網操業中に，羅網して

死亡している個体を発見し回収した。 

生物情報： 体長：143.5cm[小林万里]  性別:♂  写真：小

林万里  鯨種判定：小林万里 

通報経路： 桜井憲二→小林万里→ＳＮＨ 

調査・採材： 東農大が解剖・採材 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，じん臓  愛大：筋肉，

脂肪，心臓，肺，肝臓，じん臓，脳，血液  日

鯨研：筋肉  酪大：筋肉，肝臓，じん臓  道環

科研：脂皮，肝臓，メロン  東農大：筋肉，脂皮，肝臓，血液胃，腸，生殖腺，骨格  北大：筋肉，脂皮，肝臓  

SNH18202  

ネズミイルカ 目梨郡羅臼町 / 混獲 

発見日： 2018年 5月 7日 
受報日： 2018年 5月 7日 
発見場所： 目梨郡羅臼町峯浜沖 (根室海峡)  

緯度経度： 43.8878N 145.1545E [現地] 

状況： [死亡・新鮮] かれい刺網操業中に，羅網して

死亡している個体を発見し回収した。 

生物情報： 体長：136.9cm[小林万里]  性別:♂  写真：小

林万里  鯨種判定：小林万里 

通報経路： 桜井憲二→小林万里→ＳＮＨ 

調査・採材： 東農大が解剖・採材 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，じん臓  愛大：筋肉，

脂肪，心臓，肺，肝臓，じん臓，脳，血液  日

鯨研：筋肉  酪大：筋肉，肝臓，じん臓  道環

科研：脂皮，肝臓，メロン  東農大：筋肉，脂皮，肝臓，血液胃，腸，生殖腺，頭骨  北大：筋肉，脂皮，肝臓  

SNH18203  

ネズミイルカ 目梨郡羅臼町 / 混獲 

発見日： 2018年 5月 10日 
受報日： 2018年 5月 10日 
発見場所： 目梨郡羅臼町峯浜沖 (根室海峡)  

緯度経度： 43.8833N 145.1537E [現地] 

状況： [死亡・新鮮] かれい刺網操業中に，羅網して

死亡している個体を発見し回収した。 

生物情報： 体長：140.9cm[小林万里]  性別:♂  写真：小

林万里  鯨種判定：小林万里 

通報経路： 桜井憲二→小林万里→ＳＮＨ 

調査・採材： 東農大が解剖・採材 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，じん臓  愛大：筋肉，

脂肪，心臓，肺，肝臓，じん臓，血液  日鯨

研：筋肉  酪大：筋肉，肝臓，じん臓  道環科

研：脂皮，肝臓，メロン  東農大：筋肉，脂皮，肝臓，血液胃，腸，生殖腺，歯  北大：筋肉，脂皮，肝臓 
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SNH18204  

ネズミイルカ 目梨郡羅臼町 / 漂着 

発見日： 2018年 5月 20日 
受報日： 2018年 5月 20日 
発見場所： 目梨郡羅臼町峯浜沖 (根室海峡)  

緯度経度： 43.8809N 145.0966E [現地] 

状況： [死亡・腐敗] 地元住民が発見し，回収した。 

生物情報： 体長：147.3cm[小林万里]  性別:♀  写真：小

林万里  鯨種判定：小林万里 

通報経路： 桜井憲二→小林万里→ＳＮＨ 

調査・採材： 東農大が解剖・採材 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，じん臓  愛大：筋肉，

脂肪，心臓，肺，肝臓，じん臓，  脳，  血液  

日鯨研：筋肉  酪大：筋肉，肝臓，じん臓  道

環科研：脂皮，肝臓，メロン  東農大：筋肉，脂

皮，肝臓，血液胃，腸，生殖腺，頭骨（各全量）  北大：筋肉，脂皮，肝臓 

SNH18205  

ネズミイルカ 目梨郡羅臼町 / 混獲 

発見日： 2018年 6月 8日 
受報日： 2018年 6月 8日 
発見場所： 目梨郡羅臼町峯浜沖 (根室海峡)  

緯度経度： 43.883233N 145.155366E [現地] 

状況： [死亡・新鮮] かれい刺網操業中に，羅網して

死亡している個体を発見し回収した。 

生物情報： 体長：136.4cm[小林万里]  性別:♀  写真：小

林万里  鯨種判定：小林万里 

通報経路： 桜井憲二→小林万里→ＳＮＨ 

調査・採材： 東農大が解剖・採材 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，じん臓  愛大：筋肉，

脂肪，心臓，肺，肝臓，じん臓，  脳，  血液  

日鯨研：筋肉  酪大：筋肉，肝臓，じん臓  道

環科研：脂皮，肝臓，メロン  北大：筋肉，脂皮，肝臓  東農大：筋肉，脂皮，肝臓，血液，胃，腸，生殖腺，頭

骨 

SNH18206  

ネズミイルカ 目梨郡羅臼町 / 混獲 

発見日： 2018年 7月 13日 
受報日： 2018年 7月 13日 
発見場所： 目梨郡羅臼町峯浜沖 (根室海峡)  

緯度経度： 43.885116N 145.210916E [現地] 

状況： [死亡・新鮮] かすべ刺網操業中に，羅網して

死亡している個体を発見し回収した。 

生物情報： 体長：110.8cm[小林万里]  性別:♂  写真：小

林万里  鯨種判定：小林万里 

通報経路： 桜井憲二→小林万里→ＳＮＨ 

調査・採材： 東農大が解剖・採材 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，じん臓  愛大：筋肉，

脂肪，心臓，肺，肝臓，じん臓，脳，血液  日

鯨研：筋肉  酪大：筋肉，肝臓，じん臓  道環

科研：脂皮，肝臓，メロン  北大：筋肉，脂皮，肝臓  東農大：筋肉，脂皮，肝臓，血液，胃，腸，生殖腺，頭骨  

備考： SNH18206 と SNH18207 は同じ操業で混獲。 
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SNH18207 

ネズミイルカ 目梨郡羅臼町 / 混獲 

発見日： 2018年 7月 13日 
受報日： 2018年 7月 13日 
発見場所： 目梨郡羅臼町峯浜沖 (根室海峡)  

緯度経度： 43.885116N 145.210916E [現地] 

状況： [死亡・新鮮] かすべ刺網操業中に，羅網して

死亡している個体を発見し回収した。 

生物情報： 体長：130.2cm[小林万里]  性別:♂  写真：小

林万里  鯨種判定：小林万里 

通報経路： 桜井憲二→小林万里→ＳＮＨ 

調査・採材： 東農大が解剖・採材 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，じん臓  愛大：筋肉，

脂肪，心臓，肺，肝臓，じん臓，脳，血液  日

鯨研：筋肉  酪大：筋肉，肝臓，じん臓  道環

科研：脂皮，肝臓，メロン  北大：筋肉，脂皮，肝臓  東農大：筋肉，脂皮，肝臓，血液，胃，腸，生殖腺，頭骨  

備考： SNH18206 と SNH18207 は同じ操業で混獲。 

SNH18208  

イシイルカ(イシイルカ型) 目梨郡羅臼町 / 混獲 

発見日： 2018年 7月 18日 
受報日： 2018年 7月 18日 
発見場所： 目梨郡羅臼町峯浜沖 (根室海峡)  

緯度経度： 43.8769N 145.1442E [現地] 

状況： [死亡・新鮮] 定置網操業中に発見，操業中に

死亡したので回収した。 

生物情報： 体長：212cm[小林万里]  性別:♂  写真：小林

万里  鯨種判定：小林万里 

通報経路： 桜井憲二→小林万里→ＳＮＨ 

調査・採材： 東農大が解剖・採材 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，じん臓  愛大：筋肉，

脂肪，心臓，肺，肝臓，じん臓，脳，血液  日

鯨研：筋肉  酪大：筋肉，肝臓，じん臓  道環

科研：脂皮，肝臓，メロン  北大：筋肉，脂皮，肝臓  東農大：筋肉，脂皮，肝臓，血液，胃，腸，生殖腺，頭骨  

備考： SNH18208 と SNH18209 は同じ操業で混獲。 

SNH18209  

ネズミイルカ 目梨郡羅臼町 / 混獲 

発見日： 2018年 7月 18日 
受報日： 2018年 7月 18日 
発見場所： 目梨郡羅臼町峯浜沖 (根室海峡)  

緯度経度： 43.8769N 145.1442E [現地] 

状況： [死亡・新鮮] 定置網操業中に発見，操業中に

死亡したので回収した。 

生物情報： 体長：129.2cm[小林万里]  性別:♂  写真：小

林万里  鯨種判定：小林万里 

通報経路： 桜井憲二→小林万里→ＳＮＨ 

調査・採材： 東農大が解剖・採材 

標本： 科博：筋肉，脂皮，肝臓，じん臓  愛大：筋肉，

脂肪，心臓，肺，肝臓，じん臓，脳，血液  日

鯨研：筋肉  酪大：筋肉，肝臓，じん臓  道環

科研：脂皮，肝臓，メロン  北大：筋肉，脂皮，肝臓  東農大：筋肉，脂皮，肝臓，血液，胃，腸，生殖腺，頭骨 

備考： SNH18208 と SNH18209 は同じ操業で混獲。 
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