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北太平洋におけるラッコの死亡要川の解|ﾘＩ
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［]シア、１Jバトカ岬において、海岸に漂論したラッコのﾀﾋﾟ体４２(ｉｉｉ体をｉＩｌ、うち２７個体を

ｿii理解剖し死亡ﾊｽﾞＮの推定WIflklilの検索を行った。結果､外(11によるﾀﾋﾟ亡が４０．７％であっ

た。他のﾀljllIについては栄錠状態の悪化､MYllull感染､腸炎である可能性が示唆きれた。ii」Ｉ

化iflAlMY化１１(は、鉤瀬山311i、条虫１種、線虫２瞳が見られたが、タビIHIとのIN1jk性'よ不lV1で

あった。冬ⅢIのﾀﾞﾋﾞＮには、天険の不順が大きくlMj係していると.Ｗ〕れた゜

するためにjR婆である。ラッコの保迩椅理を行う

上では、個体EILの樅比や齢|月成を把捉すること、

ラッコの死亡要川や栄養状態を把捉することがlZ、

要である。アラスカラツニ】（〃・lulrjsk灯り'o,】i)で

は、個体群IIi造やｸﾋﾟ亡要ljlの把lIi1が行われてい

る（Kcnyon，1969）が、アジアラツニ】（ﾉﾌﾞ.ハノl｢庇

lulrjs)ではこれらの研究は１１とんと'行われていな

い。そこで本研究は、ロシア、カノ､-ｿﾞ･ヤソカギ川

【｣バトカlL9におけるｸﾋﾟ亡'１A１体から、假体群の死亡

率や死亡個体の性I上、年齢1Ｗ)把lIi1と、痛畷解剖

による冬期１１１１のﾀﾋﾟ亡要llIの推定をⅡ的として行っ

た。

緒言

北ﾉﾉ系生物群ＵＬが人規模に生.血する北太平洋海

域は､地球規幌の/|:態系保全に１１１[要な地峻である。

ラッコ（';')h),(ｍＩﾉＩｌｌＪ(）’よ、コマンドルスキー諸

X↓、カムチーヤツカ｣|:川、ｆ｣(8ﾀﾞﾘ脇並びに北海道1A］

辺梅川iにおいて、オソトセイやトドと共に、生態

系の高次捕食稀の－つである。商次捕食荷は、栄

徒股陪の低い他槻をhIijrすることでそれらの撞を

コントロールしている（l《Cdiord，1992)。仮えば、

ラッコがウニの(ﾄﾘ(１８群をコントIJ-ルすることで、

二Jンブ群雌'よ繁栄し、ＩⅡI接的にXlMrljIや11'殻頒の

穂がＨ南になる（I'｢imnck，1993)。商次捕食者は、

こうした例にImLられるように、１k物多様性を維持
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方法

1997年１)11311から３１［ｌｆで、【】シア、カムチ

ヤツカ川ロパトカ岬（北練５１．Ｗ(経157．）にお

いて、岬周辺の海岸に標論したフル】の死体42例

を、徒歩あるいはスノーモービルによってｕ収し

た。サンプルは、許可証の１１０係｣２，９７年８）jに再

び【jシアヘ赴き１１本に]内に持ちｆ1つた゜

剖を行い、皮下の出血や外慨の有黛、ｉＮ化if獅変

(潰癖、lI9jMi、腸粘膜の充血など）とVf風IAlll1lや

下股部皮下のlill肪量を肉'１}lで確認し、ＩＲＩ化iflAl符

生山のｲ｢無の確認も行った。寄生虫は、ｌｎｌごとに

切断したlI9ifを切開し、腸内部の虫体を｛唖に採

取した。条虫'よ70％エチルアルコール、その他の

蟻虫ljlは10％ホルマリンにiｈけ保存した。MVlk1l（

は、ｌＷＭピカーミン染色、ラクトフェノールjK遇を

行い、光｣/:Ｕｊｌ微flu下で観察して同定を行った。1．個体群偶造の把握

【['１収した１２個体の性は、外8ＭK殖器の形態に

よって確認した。Ｍ収したW１１体の齢|撒成の概要を

illろため、頭骨を採取した。jjl(什は、縫合線のWI

jn状態、矛し前のｲ｢無、犬ｉｉｉのMflC状態を調べ、ノｋ

久ＩＨが生え揃っており、蝶後jjn飲什結合がＷ１じ、

欠状縫合・ラムダ稜が明らかに苑逸しているもの

を３歳以上（皮H()、永久ｉｎの鮒１１１が児ら沁蝶後

頭牡骨結合はlV1じておらず、欠状紐介・ラムダ後

|ｊ小さいか発進１１であるものをＩカノ１以上３歳未

満（亜成獣)、孔(１１が見られ、蝶後賊軟骨結合'よＩＨＩ

いており、矢状縫合・ラムダ役'よ認ぬられないも

のを生後Iカノl未iiMi（幼獣）として、３つの年齢区

分に分けた（ROC５１，１９９３；竹ルら，1981)。

結果

1．個体BWH道

標満(lＡｌ作４２Ｗ1体中の性I上はオスが27(ｸリ（61.3

％)、メスが７例（16.7％)、不Ｗ１が８例（19.0％）

であった。確遡されたオスとメスの性比は3.86：ｌ

であり、ｌ：ｌからｲﾌﾞ意に異なっていた（(i検定，

J1=１，ｐく0.05)。

３つのｲI:11｢０１K分の内訳は、幼献１５例（35.7％)、

亜成獣７例（10.7％)、成胤(20例（47.6％）であっ

た。メスでは３歳以上の成１Ｗよ兄られなかった。３

つの年齢Ｗ)llllでｲﾌﾞ意差は見られなかった（(i検

定，ｄ'二２．１'>0.05)。

2．死亡要因の推定

［DIjl1個体は､［､]収時に肉IiMで外１１$のｲ丁黛、外部

MY生山の有無を確認した。Z7IiA1(1sについて病理解

2．死亡要因

解剖を行った27例で認められた病変を、災ｌに

示した。今【i11の標本からは外部寄生虫は認められ

ﾉ(ｌ［U]収個体中に見られた痛変とその比率

‐170‐ 

回収0M体''１ﾉﾄﾞj変が

見られた例数
率 内訳

外(脇（皮下1111111） 11／2７ 4().７％ 

消化管病変 23／2７ 85.2％ 

if{鳩６例（22.2％）

腸iＭ（７例（25.ﾘ％）

IHIWilMlLの光lllll5例（55.6％）

寄生虫 27／2７ l()0％ 

鉤賊山２７例（1()(１％）

線１（７例（25.9％）

灸11（２例（7.4％）



なかった。外部からは1ﾘ１０fできなかったが、４０．７

％で皮下にⅡlmlや外傷がii2ぬられた。ｉｉｉ化管の肉

I)l的摘変は85.2％に見られた。内訳としてはin傷

が２２．２％、経1Kのものを含めた脳粘膜の充血が

55.696で認められた｡ＩＷＭｉが25.9％見られたが、

腸の川塞を起こすようなlK1kな()のが2例あった。

iii化ifIAl寄生虫は、小冊｣:!''柵に、鉤頭虫が100％

のフソコについてみられ、多敗寄生“l(例認めら

れた。樟の同定を17つたIhllL、（ｗｗ１(不omaCmhy(ｌ'ｊ

とｃ)Ｊｗ】(ﾊﾟ('JJlwJIﾉﾉ'】()Mﾉﾉﾙ（､()ＪｙＪｌ('ｗＪｌｎｓＰ､であっ

た。６例（22.2％）のＷでｌｊ３～５８鰹の線虫の幼

虫と成虫がｉｊﾋｲfして符'１Kしていた。ほとんどは、

'〕“u(ﾉoに"wｌｏｗ(lCCjl)ｊＭ５であったがＡＩ】jsiW5sl)．

と思われる幼虫がまじった()のも見られた。ま

た、開講にｌ～２型が符fliしている(;Ｉもあった。条

虫Ｄｊｐｈ，goｎｏ/)()ruRsI1・は７．`１％のラッコに見られ

た。

また、『尚化椅IAlにf[iitが１１とんと見られないも

のが多敗見受けられたが、栄淀状態を比較する基

雌にはならない。そこで、ｌＡｊｌＩｊ１的に71L腱周囲や下

liu部皮下の脂肪ｉｔを記鍬したが、イ,､変との関連は

1mしられなかった。

く、パラムシル島のメス個体群からの滅柵がある

とはザえにくい。しかし、カム･ハ･ツカ)|ﾘﾄﾞ川〔岸

の個体群は[ﾘlらかにきれていないことから、ここ

のオス(1A1体群からのものであるという可能性があ

る。

今[⑪１分jjlした３つの年齢|型分'''1でｲ｢血鑑が1ｍしら

れなかったのは、ｆｆ区分内のｲl:齢の蛸が）(なり、

幼R(に比べて亜成Ｍ１(、成献のﾀﾋﾟ亡Wl('62tが過ﾉ〈;ｆ

伍されたためであろう。突際は、幼H(のF1体2tが

高いか、死亡率が商いものと推測される。このこ

とを確認するには、より細かく｛1:齢を（４））して比

較する必要がある。年齢先定iﾉiIj、犬(A1のリノｌＯＭｉ

に生じるセメントＩ『成１２級によるノノiAが、

Ryil八lnovan(lKlい,C'J1（1991）によりｌＭｌｌｉされてい

る。しかし、この力法は推定されたflZ齢の訣雄の

大きいことがjU1られており、ｊ〔ずリノ断iAや染色技

術の確立などIli度を｣２１ｒることが必要である。齢

森定１h度のＩｆﾘｰﾋによって、クピ亡(１M作り'に,!iぬる幼

獣のﾊﾘｲﾃを厳密に検討できるであろう。

2．死亡要因

今１m1分|『できた緒jILから、ラッコの４１Vﾙﾋﾞ亡lＸ

(H1として、寄生虫の１，度感染、lib炎、ｌｉＷＭｉ、外

慨があげられた。

ｒｏｒｙ"CSO"ｌｄｗｌﾉWrjは、ラヅニ】だけから認めら

れる狗頭虫で、ラッコは好適終iii二1Hになり、あま

り病原性を示さないとされ（IlcnllcssyFliM.，

1977)、今回の標本のｸﾋﾟ亡要１１１ではないと推定さ

れる。その他２極の鈎頭虫（〔,(，｢ｙ'】()ｓ()lJM

5lrI",ICS,"J】とＣｏｌｗ】Cs()"lKIsP.）がlnLられたが、ｿ》；

原性とのiU連は不Ｗ１である。鉤Ｈｊｌ１ｌＩの【|】では、

ハ)l)''J'()｢ﾉ)hIjUisI1.がカリフォルニアラッコ（ﾉﾌﾞ、

mlrjs'lcrc八）では、腸を穿化1-るなと．テjノコにｉｔ

命的な|鵬!;を与えるためにlM1Rqとなっている

(Ilcnncssy帥山1977)。今【O1のI】シアの|景本に

は､/’０ﾉ),",orphU5sp.は確認されなかった。これは、

カリフォルニアラッコとアジアフソコのf〔性の速

いによる()のと.H1われる。ハ)Ｉ)'"】()｢j】hljssl)｣よ、リ

タリガニイ+のﾉﾉ,,ｗｊｌｉｉを通じて感姫していると前

われている（ⅡcIlncsSycld山ｌ〔)77)。ｱジアラツ

考察

1．ロパトカ岬周辺の個体群の特徴

今[□]得た標本12例は、オスが多数であった。こ

れまでのロシア｢}学アカデミーの詞代により、ロ

バトカ岬周辺ではオスの個体0Fが、岬から７０.程

離れた北千鳥列X8パラムシルＸＭ１１辺ではメスの個

体群が、それぞれi?遊Ⅱ1１１１（ツフト）を形成し繁

Rbを行っているらしい（IlUrlⅡⅡ，私信)。今回得た

標本でオスが多数であったことは、このことを反

映しているものであろう。

【】バトカ岬周辺でh噸（されるラッコの推定個体

蚊は約1.000～1,500列［（Ｋ()｢IlcwM.，1988）で

ありながら、滞ｲＩ２Ｉｌｊの約１ケ）1の１１１１に打ち上げら

れたｸﾋﾟ体は60例を超えた。「】シァの他の場所に比

べて死体の濃jriが多いのl』、海流の側係で様々な

地域からのｸﾋﾟ体が澱＃iしているため(Komcvelaﾉ.，

1988）とされているが、今回の|舸本ではオスが多
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や大腿骨髄【'1のIIii肪獄の測定は不適といったよう

に、槙により栄養状態の脂標は様々である（111粉

郊ら．1995)。ラッコでは体脂肪がほとんど見られ

なかったために、ラッコの栄養状態を示す術標を

新たに探す必要がある。栄養状態を測定すること

により、ｉｉｌ化管疾M1がラッコの栄養状態に与える

影艀や、性成熟に対する影蒋などを知ることがで

きると思われる。

。でも、タラバガニリキを中心としたカニ1jiを擁食

している（ＫｏｍｃｖｅＷ.，1988）が、ワタリガニイト

の採食は確認されていないため、寄生が起きない

のであろう。

細虫ではﾉ，.('cc〃)ｊＭ５の符1kが、アラスカで12要

な死亡要ljqとなっている。頭部に突起のあるＭｆ齢

幼虫が寄生すると、１．二指腸にin甥を起こし、弊

ｲLして腸の外側にも符』kすることもあり、死亡に

直接つながるという（LallcIKnc『，1985)。しかし、本

研究で確認されたＲ(lecjpjc'応は、すべて後期幼虫

と成虫であり、寄生による病変および症状は1m』ら

れなかった。１J辱の発逓した後期幼ulは|'昨濡接

にⅡ(まって符!kするが、我ｸﾋﾟ的なり>i態には至らな

い（Laucknc｢，1985)。また、皮１１(は、Ｗ粘膜に食

いつかないのが粁過である（Lauckne｢，1985)。

条虫は、ラヅニノではl〕ﾉﾉ)化g〔〕ﾉｌｏﾉ)orUs9ILのｌ)．

にｌｒＪｌ)ｌｃｒｌﾉ５，１〕.！)aAlcnoﾉ)lcrdl⑪、【).ｗ(〕ﾉｗｌＪＩｃの他

1,yrdi"ｌｉｃｏｃｃﾉ)ｍｉﾉｕｓノ)ﾉ,ｏｃ`irl",)の記↓l(がある

(Lnucknc｢,1985；Ｙｕ｢`lMlno,1986；薊他ら，1981）

が、と｡れも特に病原性は示さないとされている。

したがってﾀﾋﾟ亡要１１１との側迩は蔭いものと推定さ

れる。

今ID1の病理解剖では、開にいくつかの充血部位

やilil9、１K度の腸DiWiなと゛の病変が認められた。

肉Ijl的には病原ｌＢＷ･を特定できなかったため、組

織ﾘｸj理学的検索を行いこれらの原１１１をIV1らか仁で

きると鞍えられる。

外慨が高$j１度で見られたが、これらの個体のl』

とんと゛は、悪）〈険に見舞われたⅡの翌[Iに、Ｗｉ鮓

な状態で[､]収された。このことから、外似は、調

盃IWIlI]１１１のﾉ〈仮のｲSXnにより、荷波にさらわれ\；

にぶつかるといったn1i故によるものであると推定

きれた。

栄養状態を比較する雌Ｗｌとして、IA1ljl的に9f脳

IA1I1Iや下服部皮下の脂肪1ｋを記jj(したが、iil化椅

ﾂﾞijj変や符'k虫感染との側巡Ijjn』られなかった。シ

カやカモシカでは、７;職１AⅡ＃1脂肪指数（KiJncyra（

index:ＫＦＩ）や大腿骨髄(ljliii肋jitの測定で、ニホン

ザルでは大綱、脇補膜につく脂肪で栄養状態の|Ⅱ

対比較を行っている。しかし、ニホンザルではＫＩ;Ｉ

3．保誼管理への指針

今(D1の調盗でＩｌ１らかに死亡要１Ｍと鯵えられたの

は、外Il9のみであった。寄fklll感染、腸炎、脳Ｊ１〔

in、栄養状態の癌化は、今1,1の標本のﾀﾋﾟ亡原１１１と

は確定できなかったが、よ')詳細な分W｢を((《縦し

て行うことによって、Ｉﾘ1らかにぎれるだろう。

附記

毒性物質の検111：〃性物蘭検111のために、肝職、

?f瞳、脾臓、筋肉を、それぞれ508ずつ計23例か

ら{\、１０％ホルマリンにinけて保存した。瑚境ｉｌｊ

染物質として、ｒｌＸ金ﾄﾊﾞの検Ⅱ}を行う予定である。

これにより、ラッコの'Ｌｕする海域のiり染状況や

生物i旦縮の過假をIvlらかにすることができ、また、

それは人INIのfkiβ唖境のiり染状況をモーターする

ことにもつながる（(１１名部ら，1995)。

DNA多型の解析:I)ＮＡ多リリの解析のために筋肉

を討22例から{\、これは70％エヅ･ルアルコールに

iiiけて係ｲiした。この解|｢rい』181F行っていく予定

である。アラスカや-｢･X8ﾀﾞ１１烏の佃ｲﾄ群ものと比較

し、どのくらいのjflIji的Ｉｊ《がりを持つか、いつＩＪＩ

分離していったのかをil1ろ手がかりになるだろう。

生殖器の組織学的検索：また、繋硫状況を知る

ために、雌雄生航器を２３例から、すなわち雌性生

航蕃を１７例、雄性fl麺器を６例採取し、１０％ホル

マリンにifiけてlﾎﾟｲ'した。これらの標本も、１Ｍｲｆ

分ＷｒＩ１１である。生航器標本からは、特にメスにお

いて、！H巣や子河のiiI利や肉眼的・組織学的ill察

によって、季節変動のｲj無や過ﾉ寺の}作り８敗や妊娠

数、Ⅱ}産1{１１隅、それぞれの個体の１k殖状態を知る

ことができる（川治部ら，1995)。また、年齢との
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尚、この研究は1996ｲl:度のl)RONATUI《ヘフア

ンドによる助成を受けて災施された。

川係を明らかにすることで、初ｌｎ１発价ｲI:齢、初[u］

妊娘年齢、初産年齢、妊蝋!｛!、性成熟２'1、産子散

など、個体群の１１軸1k物学的パラメーターが推定

できる（[Ⅱ拙；ら．1995)。今[､1の標本故は少なめ

だが、今後７'一夕をAWliしていくための雄礎溢ﾈ｝

としたい。

頭骨の成長機式の惟定：９７('２８ハ、カムチヤツ

カ１１学アカラ'ミーの|ﾊﾉﾉの下、『Jシアのカムチャ

ソカ半島ロバトカ岬において１９８３年から８９年に

かけて典ぬられた孤什標本を川いて、頭骨の成１２

嫌式を求めるためのiil洲などを行った。標本は８３

年が67例､８１年が180例､85年が133例､86f|:

が99例、８７ｲIHが０８例、８８ｲ１Kが４２例、８９年が１５

例の合計501例である。頭什のiilifIは２５ケ所の部

位で、ルビ介線の苑ｊｔのIHI察Iｊ１３ケ所の部位で行

い、ｉＩｊの咬舵のスケヅヅーも試みた（RoC5Ll973；

SChcIlc｢，1951)上かし、年齢代走iﾉ:が確立してい

ないために、イド齢とのＩｌｌｌＭ１を分析するにはいたら

なかった。「ノバトカ岬とは別の個体群ときれるニノ

マンドル3hK&ベーリング脚の標本との比較を行っ

た結果、［)パトカlLI11には比牧的)fい(M1体が多いこ

とが分かった。

タグによる標識付け：【Ｊシァでは、ペーリング

脇を含むカノ､．ゾーヤツカ半脇1,1辺の個体群間での

ラゾコのlBﾘｶはIV1らかにぎれていないため、タグ

による標識付けを行い、アｌＬＬ－シヤンダリ島、‐「

川ﾀﾞﾘ島とのWl休群1111の移肋をIV1らかにしようと計

[畠iした｡しかし、９７年８ｊｌの段階で、【】シア側の

締i商的glll/iによりヘリコプターが飛ばず、現地に

はいることができなかったために、今[□1は断念し

た。
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