
イルカ・クジラのなかま 

水族館にいるイルカはヒゲクジラかな？ ハクジラかな？ 

観察してみよう！ 

すいぞくかん 

かんさつ 

 イルカ・クジラにはどんな種類がいるの？ 
しゅるい 

クジラは大きく分けてヒゲクジラとハクジラの仲間に分かれます。 

ヒゲクジラとハクジラで90種ほどおり、これらをまとめて「鯨類」とよびます。 

おお      わ                                                                                             なかま    わ 

                                                             しゅ                                                                                                  げいるい 

 

ハクジラの仲間は人間と同じように口の中に歯

が生えています。この歯を使って餌となるイカ

や魚などをつかまえ丸のみにして食べます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

最も大きな種類はマッコウクジラで、 

体長が約18m、体重が約45トンに達します。 

バンドウイルカ 

さかな                                                まる 

つか        えさ       は 

 たっ 

にんげん   おな 

もっと                                           

やく         たいじゅう     

ハクジラの仲間 

イルカとクジラの違いは？ 

 一般的に、ハクジラの仲間のうち、大人になった時の体長が4～5m以下の種類が「イルカ」、それより大きい 

ハクジラやヒゲクジラの仲間が「クジラ」と呼ばれています。しかし、これに当てはまらない種もあり、実は、 

はっきりと「イルカ」と「クジラ」に分類されているわけではないのです。 

いっぱんてき                           おとな          とき   たいちょう          いか        しゅるい                        おお               

                                                                     よ                             あ                しゅ                        じつ       

                                                                                                ぶんるい        

海洋博公園HP➔         
かいようはくこうえん   

 

ヒゲクジラの仲間は口の中にたくさんの 

「クジラヒゲ」が生えています。 

このクジラヒゲでオキアミや小魚などを海水 

からこしとって食べます。 

 

 

 

 

 

 

 

ヒゲクジラの仲間には体長が25mを超える 

シロナガスクジラをはじめ、体の大きい種類が

多くいます。 

ザトウクジラ 

くち    なか 

は 

こざかな        かいすい  

たいちょう           こ 

おお 

ヒゲクジラの仲間 

  からだ  おお       しゅるい  

ロゴは取り外しできるように 
上から貼り付け予定。 



 「回遊」するザトウクジラ 
かいゆう 

ザトウクジラの生活 
せいかつ 

ザトウクジラは世界中に生息していますが、季節によって異なる海域へ移動をします。 

移動は数千キロメートルもの長旅になります。 

  せかいじゅう     せいそく                       きせつ              こと       かいいき      いどう 

いどう      すうせん                         ながたび 

（夏）摂餌海域 

（冬）繁殖海域 

（夏）摂餌海域 

  せつじかいいき なつ 

（冬）繁殖海域 
はんしょくかいいき ふゆ 

夏／エサを食べる（摂餌） 

北太平洋では春の終わりとともにロシア、アラスカ、ア

リューシャンなどの冷たい海へと回遊し、エサを食べて

過ごします。 

 

 

 

 

 ザトウクジラの摂餌 

夏から秋にかけて大量に

発生するオキアミや小魚

（イカナゴ、ニシン、タ

ラの仲間など）を食べて

います。 

きたたいへいよう    はる    お 

す 

 あき        たいりょう          

はっせい 

つめ    うみ                  

こざかな 

なかま 

北太平洋では小笠原、ハワイ、メキシコ周辺などの暖か

い海へ回遊し、交尾、出産、子育てをします。ザトウク

ジラの妊娠期間は約1年と言われています。 

ザトウクジラの母仔（海洋博公園沖） 

こうび     しゅっさん    こそだ 

冬／交尾、出産、子育て（繁殖） 

   おやこ        かいようはくこうえんおき 

にんしんきかん  やく   ねん 

おがさわら                  しゅうへん     あたた          

沖縄近海では、12月から 

徐々にクジラの姿が 

確認されはじめ、2～3月に 

来遊ピークを迎えます。 

じょじょ          すがた 

かくにん 

おきなわきんかい         がつ 

らいゆう        むか   

回遊 
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©Chihiro Watanabe 

胸びれ 

尾びれ 
お 

むな 

め 

くち 

沖縄で人気のクジラ「ザトウクジラ」！ 
おきなわ       にんき  

                 げいるい      ぶんぷ    

沖縄の近海では30種類の鯨類が分布していることが確認されています。 

その中でもよくみられるのがザトウクジラです。 

学名 Megaptera novaeangliae 

意味：ニューイングランドの大きな翼 

（翼はザトウクジラ特有の大きな胸びれを表す） 

 

英名 Humpback Whale 

意味：猫背のクジラ 

（潜水時に背中を丸める姿から） 

がくめい 

いみ                                                                                                      おお                  つばさ 

つばさ                               とくゆう          おお                むな               あらわ 

えいめい 

ねこぜ          

せんすいじ          せなか       まる          

ザトウクジラ 
（ヒゲクジラ亜目 ナガスクジラ科） 

   あもく                                                     か                 

たいちょう 

体長 12～14m 体重 30～40t 
   たいじゅう 
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ここまでわかった沖縄のザトウクジラ！ 
おきなわ 

～30年間の調査・研究の報告～ 
 ねんかん            ちょうさ     けんきゅう          ほうこく   

ザトウクジラは尾びれで見分ける！ 
 お                                       み    わ         

  十尾十色のザトウクジラ 
   じゅうびといろ   

ザトウクジラの尾びれはお腹側の模様や形が、人間の指紋のように1頭1頭異なります。色の真っ白な

もの、真っ黒なもの、白黒混ざったもの、また同じ黒い尾びれでも、ふちのギザギザの形が各個体で

異なるなど、その特徴は千差万別です。 

       なかがわ     もよう   かたち     にんげん   しもん              とう      こと                                    いろ   ま   しろ              

       ま     くろ                  ま                           おな                                                                                                                                  かくこたい 

               とくちょう     せんさばんべつ 

 尾びれ写真で「個体識別調査」 
こたいしきべつちょうさ   

ザトウクジラの尾びれの写真を撮影し見比べる（マッチ

ング）ことで、それぞれの個体を認識（個体識別）する

ことができます。この特徴を活かし、世界各地でザトウ

クジラの尾びれ写真を使用した「個体識別調査」が行わ

れています。 
個体識別調査の様子 尾びれのマッチング作業 

                   お                     しゃしん     さつえい      みくら           

                                                       こたい    にんしき     こたいしきべつ      

                       とくちょう    い          せかいかくち      

調査海域(赤い四角の範囲) 
あか        しかく            はんい                調査中に撮影したザトウクジラの群(上) 

と尾びれカタログ(下) 

むれ         

冬の時期に沖縄近海で確認されたザトウクジラは、

夏の時期にはロシアやアリューシャン列島、 

ベーリング海でエサを食べていることがわかりまし

た。 

このように、世界各地の研究者と協力して一緒に研

究することで、よりたくさんのことがわかるように

なってきました。 

ふゆ    じき                   かくにん              

                                                                                                                   れっとう 

                                         せかいかくち            けんきゅうしゃ   きょうりょく 

 沖縄にいない時期はどこにいるの？ 
  おきなわ               じ     き           

Calambokidis et al. (2008)を参考 

沖縄海域と摂餌海域間で確認された頭数 
せつじかいいきかん                

調査からわかったこと！ 

３0年にわたって沖縄の慶良間諸島や本部半島周辺

海域でザトウクジラの個体識別調査を行ってきた

結果、これまでに約1,800頭を識別し、また沖縄

近海には毎年約1,000頭のザトウクジラが回遊し

てくることがわかりました。 

                                                                       けらましょとう                    もとぶはんとうしゅうへん                 

かいいき                               

 けっか                                                                          とう 

 きんかい      まいとし                                       かいゆう 

何頭くらい沖縄にやってくるの？ 
なんとう               おきなわ 
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