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ツノシマクジラ発見20周年記念シンポジウム 

 

 

主催：下関くじら食文化を守る会 

共催：下関市、くじら文化を守る下関市議会議員連盟 

後援：国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校、下関市教育委員会、

下関市立大学 

開催日時：2018年10月8日（体育の日） 13:00～16:30（12:30開場） 

開催場所：下関市民会館中ホール 

入場料：無料 

 

講演者 

和田志郎氏（元・中央水産研究所資源評価部上席研究員） 

大石雅之氏（元・岩手県立博物館学芸部長、同研究協力員、 

東北大学総合学術博物館協力研究員） 

山田格氏（国立科学博物館名誉研究員） 

藤野亘氏（道の駅北浦街道豊北駅長） 

 

プログラム 

12:30  開場 

13:00  主催者（和仁会長）挨拶・来賓挨拶 

13:15  和田志郎氏・・ツノシマクジラ発見までの道のり 

14:00  大石雅之氏・・ツノシマクジラ骨格の形態学的および 

分類学的知見 

14:45  休憩 

14:50  山田格氏・・ツノシマクジラの発見と現在の知見 

15:35  藤野亘氏・・ツノシマクジラが発見された豊北町・角島とは 

16:00  総合討論  

16:30  閉会 

 

問い合わせ先：下関くじら食文化を守る会 事務局 古田宏一／石川創 

TEL:083-267-0601 

shimonoseki-kujira@hotmail。co。jp 
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ご挨拶 

－ツノシマクジラ発見20周年に寄せて－ 

 

 

ツノシマクジラが発見された1998年の

時点では、現地角島のある豊北町はまだ山

口県豊浦郡に属していまして、この町が下

関市と一緒になるのは2005年の平成の地

方行政の大合併まで待たねばなりません

でした。 

そのせいか、くじらの町日本一を自称す

る下関の市民にしては行政も含めて、この

鯨学における世紀の発見ともいえる出来

事が、あまり身近な快挙として普及啓蒙さ

れて来なかったように思えます。 

この度、発見20周年記念シンポジウムを

開催するに当たって、当時発掘にあたり、

また種の同定に、また発見の学会への公知

などにご尽力いただいた諸先生方にご協

力をお願いしたところ、まことに快くご協力いただけたことはまことに感謝に

堪えません。 

この20周年という一つのマイルストーンを経て、ツノシマクジラの存在が下

関市にとって、極めて貴重な科学的なレガシーだということが、改めて市民全

体で認識する機会になることを祈念しています。 

 

 

 

下関くじら食文化を守る会 

会長 和仁 皓明 
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ツノシマクジラとは 

 

下関くじら食文化を守る会 

 

 ツノシマクジラは、下関市の角島で発見された新種の中型ヒゲクジラです。 

1998年9月11日に、体長11ｍの鯨の死体が角島（当時は豊浦郡豊北町）の海士

ヶ瀬（あまがせ）で発見され、港に引き揚げられました。折しも角島大橋の建

設中であった島では、将来の観光資源として鯨の骨格標本の展示を考え、監修

を国立科学博物館（東京）の山田格博士に依頼しました。しかし山田博士およ

び、古生物学を専門とする岩手県立博物館の大石雅之博士らが現地で調査を行

ったところ、この時意外なことに鯨種が特定できませんでした。 

一方、中央水産研究所（横浜）の和田志郎博士は、1976年に水産庁がソロモ

ン海域で行ったニタリクジラの調査捕鯨において、通常のニタリクジラとは異

なる鯨を発見し、新種として証明すべく努力を重ねていましたが、決め手とな

る骨格標本に欠けていました。しかし角島で得られた標本の遺伝子分析から、

角島の謎の鯨が和田博士の探し求めていた鯨である可能性が高まったのです。 

外部形態、遺伝子、骨格の三つの情報がそろい、和田・山田・大石博士らの

研究チームによる、新種の鯨を証明する調査が大きく動き出しました。1999年3

月には、角島に埋設した骨格の発掘調査が行われ、この時は研究者らと共に、

多くの島の人々がボランティアとして骨の掘り出しに協力しました。そして発

見から5年後の2003年に、ついに科学雑誌の最高峰とされるイギリスのネイチャ

ー誌に、日本人研究者3名の名前で新種の鯨バラエノプテラ・オムライ

（Balaenoptera omurai）が発表されたのです。ヒゲクジラ類の新種としては実

に90年ぶりの発見という快挙でした。 

和名「ツノシマクジラ」は、発見地である角島の名前と、当初から調査や発

掘作業に献身的に協力してくれた角島の人々への感謝から、研究者たちが名付

けました。日本人研究者と角島住民の努力によって新種登録されたツノシマク

ジラは、後世に残る下関の大切な財産です。皆様におかれましては、是非この

機会にシンポジウムにご来場いただき、ツノシマクジラ発見に尽力した研究者

たちの熱いお話を聞き、下関の宝であるツノシマクジラについて語り合ってい

ただければ幸いです。 
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ツノシマクジラ発見までの道のり 

 

和田志郎 

（元・中央水産研究所資源評価部上席研究員） 

 

演者プロフィール（わだ しろう） 

1947年、東京都生まれ。1970年3月、東京水産大学（現東京海洋大学）

増殖学科卒業。 同年4月、農林省入省。1970年6月～1990年3月まで遠洋

水産研究所（現国立研究開発法人水産研究・教育機構国際水産資源研究

所）で大型鯨類の資源研究に従事し、1987年3月には「ナガスクジラ属4

種の集団および種の遺伝的分化に関する研究」で東京大学より農学博士

の学位を授与される。1990年4月～1993年3月まで南西海区水産研究所

（当時）にて浮魚類の資源研究に従事。1993年4月～2012年3月までは中

央水産研究所（当時）にて重要水産生物のDNA多型及び種分化に関する

研究に従事。ニタリクジラの分類学的再検討及びツノシマクジラの帰属に関する研究は1976年か

ら単独で断続的に実施。 1998年9月に角島で骨格標本が得られた後は大石・山田両氏と共同で同

属種との比較研究を行い、着手から27年を経た 2003年11月にNature誌上で新種として発表（3

名共著）。2005年4月に「ナガスクジラ属の分類学に基づく新種ツノシマクジラの研究」に対し

て共同研究者と共に文部科学大臣表彰（平成17年度科学技術賞）を受ける。 

 

[背景] 私が大型鯨類の資源評価を担当する遠洋水産研究所に配属された1970

年代初頭の捕鯨業は国際捕鯨委員会（IWC）の強い規制により年々捕獲枠が削減

されていた。これを補うため、水産庁はそれまで母船式捕鯨の対象外であった

南半球産のニタリクジラ資源を新規開発する目的で特別捕獲調査を計画し、

1976/77漁期からの3漁期で合計459頭のニタリクジラを捕獲した。 

 

[発端] これらの捕獲鯨については卵巣中の排卵痕による性成熟の判定や「耳

あか」による年齢査定が行われ、ニタリクジラよりはるかに体長が小さいにも

拘らず性成熟に達している異質な個体が8頭見出された。さらに、系群識別のた

めに新たに導入したアイソザイム分析の結果、それらが当時の捕鯨対象種（ナ

ガスクジラ、イワシクジラ、ニタリクジラおよびミンククジラ）のどれにも該

当しなかったことから、新種の可能性が浮上した（以下、未知種と表記する）。 

 

[外部形態に関する調査] 未知種の実態を明らかにするため、特別捕獲調査で

採取したひげ板と胸椎骨片の精査を行う一方、外観に関する情報の入手に努め
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た。 

ひげ板は色調と枚数に大きな特徴がみられた。ひげ板の基本的色調は南氷洋

産のミンククジラのひげ板に近い黒色であったが、ひげ板列の中央付近では北

半球産のミンククジラに似た黄白色の部分をもつひげ板が多く見られた。この

黄白色帯の幅はナガスクジラの場合と同様に左右不対称で、左側のひげ板より

も右側のひげ板の方が大きかった。10枚おきに採取したひげ板の数から推定し

た総数は片側の列で200枚前後であり、ヒゲクジラとしては極めて少ない枚数で

あった。 

脊椎骨の椎体と骨端の間には軟骨層があり、若い個体では白色のすじとして

明瞭に視認できるが、成長するにつれて骨化が進行し、境界が不明瞭になる。

脊椎骨の中で一番遅く骨化が完了する第六胸椎の化骨の程度から、未知種の最

大体長（雌）は約12ｍと推定された。 

 捕鯨船や母船では多くの人が未知種を目にしたはずであるが、“見たことも

ないクジラが揚がった”という証言は得られなかった。写真の探索も行ったが

成果がなく、諦めかけたころに次席監督官が私的に撮影した8mmフィルムを入手

することができた。幸運にも解剖前の無傷の鯨体（雌）の腹側が明瞭に写って

おり、左の胸が黒く、臍に達する細く長い畝を持つなど、ナガスクジラに酷似

した外観をもつことが明らかになった。 

 

[骨学的調査] 未知種がこれまでに報告されたことのないクジラであることが

確実になる一方、既に学名が付いている可能性が浮上してきた。もともとニタ

リクジラの学名はBalaenoptera brydeiであったが、その後の骨学的研究が、そ

れ以前にB. edeniという学名で記載されていたクジラと同じ種だと結論したた

め、B. edeniに変更されたものである。しかし、問題はB. edeniの最大体長が

ニタリクジラより3ｍ近くも小さく、未知種とほぼ同じである点であった。これ
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ほど大きな差を無視してB. edeniとニタリクジラを同一種としたのは正しいの

かどうか再検討が必要になった。そこで、インド博物館に所蔵されているB. 

edeniの模式標本をはじめ、両種の代表的な骨格標本を多数精査した結果、ニタ

リクジラとB. edeniの間には鼻骨周辺の頭骨背面観に大きな違いがあり、同一

種ではないという結論に至った。この新たな発見により未知種がB. edeniであ

る可能性が一層現実味を帯びることとなった。 

 

[DNA分析] 1990年代に急速に進歩したDNA分析手法は分類学においても種の異

同の判定や近縁関係の解明に威力を発揮するようになった。未知種の骨格とB. 

edeniの外部形態が不明な状況では両者が同一種であるか否かの解明にはDNAを

比較する以外に方法がない。幸いにも、B. edeniのDNA試料は骨格調査で訪問し

たライデン博物館から入手することができた。ところが、ミトコンドリアDNAを

用いた系統解析は予想に反して未知種、B. edeni、ニタリクジラの三者がそれ

ぞれ独立した種であることを示した。これを受けて、研究は未知種を新種とす

る当初の路線に戻ることとなった。 

 

[角島標本の入手] 新種の記載では骨格の情報が重要であることは言うまでも

ないが、未知種の骨格標本をこの先入手するあては全くなかったので、私は外

部形態とDNAの知見だけで論文をまとめ、1998年7月にその査読を山田氏に依頼

した。山田氏が角島で未知種の全身標本を確保するという僥倖が訪れたのはそ

の直後のことであった。未知種は南半球だけに分布するとの思い込みがあり、

角島で漁船と衝突死するなど想定外の出来事だったのである。 

 

[新種記載に向けた共同研究]  角島の全身骨格は半年後に海岸から掘り出さ

れ、骨学的調査が可能となった。外部形態とDNAの知見に骨学的知見を加えた完

全な新種記載論文とするため、ただちに和田・大石・山田による共同研究がス

タートした。未知種の頭骨はナガスクジラをはじめ同属種の頭骨の形状とは大

きく異なり、数々のユニークな特徴を有していた。かくして、新種記載に必要

な全てのデータが揃い、2003年11月に英国の科学雑誌「Nature」に三者の共著

論文として掲載された。学名は世界的に著名な鯨類学者であった故大村秀雄博

士に敬意を表して B. omuraiとし、和名は角島に因んでツノシマクジラとした。

また、少し後のことになるが、本研究で独立した種であることが判明した B. 

edeniには新たにカツオクジラという和名を提唱している。 
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ツノシマクジラ骨格の形態学的および分類学的知見 

 

大石雅之 

（元岩手県立博物館学芸部長・岩手県立博物館研究協力員・東北大学総合学術

博物館協力研究員）  

 

演者プロフィール（おおいし まさゆき） 

昭和28（1953）年生まれ、神奈川県出身。昭和51（1976）年東北

大学理学部地質学古生物学教室卒業、昭和54（1979）年同修士課

程修了、昭和55（1980）年4月岩手県教育委員会事務局博物館建

設事務所、同年10月岩手県立博物館開館以後継続勤務（昭和60年

より岩手県立博物館の運営は岩手県文化振興事業団に委託され、

県立の職員は事業団に出向）、平成24（2012）年より岩手県立博

物館学芸部長、平成26（2014）年3月退職。専門は地質学古生物

学、 中でも鯨類古生物学。平成22（2010）年に鯨類古生物学で

東北大学より博士号（理学）授与。鯨類古生物学研究の過程で現

生鯨類の調査を行い、 新種のツノシマクジラを報告、 平成17

（2005）年に共同研究者とともに文部科学大臣表彰（科学技術賞、研究部門）授賞。現在、岩手

県立博物館研究協力員、東北大学総合学術博物館協力研究員、三陸ジオパーク学術アドバイザー。 

 

 鯨類に関しては、古生物学的に向き合ってきたのが私の立場であったが、現

生鯨類の新種記載にめぐり会うことは、当初は予想もしていなかった。私は1980

（昭和55）年に地質学の学芸員として岩手県立博物館に採用され、そしてその

翌年に岩手県で発見された鯨類化石に出会うこととなった。 

 この化石が産出した地層の年代は約500万年前、陸上にいた哺乳類が活路を求

めて海に進出したのが約5000万年前なので、その岩手の鯨類化石は、鯨の歴史

の中では90％まで現代に近づいた時代に生きていたことになる。ということは、

形態が現生鯨類にかなり近くなってきていることを意味し、化石を知るために

は現生鯨類の骨格を詳しく調べる必要があった。そこで私は、国内ばかりでな

く欧米の博物館に所蔵されている鯨類骨格も調べることが重要と考え、1990年

代後半にその調査を進めていたのだった。 

 化石で残っているのは骨だけであるが、その動物の形態や機能を理解するた

めには現生種を見て筋肉のつきかたも知っておく必要がある。そんなことを考

えていた1998（平成10）年9月12日の朝、国立科学博物館の山田格さんから13名

に宛てた電子メールを受信した。それは、山口県の角島に体長11ｍのヒゲクジ
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ラが上がったというものであった。私は迷わず山口行きを決断した。9月14日、

地元の方々以外では、山田さん、倉持利明さん（国立科学博物館）、地曳会美

さん（東京大学大学院生）、そして私の4名が解体作業を行った。炎天下の強烈

な腐臭と無数のウジムシに悩まされた不十分な調査の後に、この鯨は骨格標本

にするために近くの浜に埋設された。 

 その後、山田さんらは角島の藤岡茂夫さんが冷凍保存していた肉で分子生物

学的予備調査を行った。その結果、この鯨が未知の種である可能性が高いこと

がわかった。そこで、翌1999（平成11）年3月15〜17日に角島に埋設されていた

鯨の発掘作業が行われ、私もこれに参加した。このとき、すでに別の標本から

新種になるであろう鯨を追究しつつあった和田志郎さん（中央水産研究所）と

私ははじめてお会いした。掘り出された鯨の頭骨を見て、私はこれまで集めて

いたヒゲクジラ類各種の頭骨の形態学的データのどれとも一致しないことに気

づいた。以後、和田さん、山田さん、そして私の3名で新種の記載論文を作成す

ることとなり、2003年11月20日に『Nature』誌にBalaenoptera omurai  Wada, 

Oishi et Yamada, 2003を発表することができた（和名は「ツノシマクジラ」）。 

 この論文では、形態学と分子生物学による証拠に基づいて新種が記載され、

従来「ニタリクジラBalaenoptera edeni」とされていた種がB. edeni とB. brydei 

の2種からなることも明らかにした（前者が「カツオクジラ」、後者が「ニタリ

クジラ」）。 

 ナガスクジラ属（Balaenoptera）は、ミンククジラ・クロミンククジラ・ツ

ノシマクジラ・カツオクジラ・ニタリクジラ・イワシクジラ・ナガスクジラ・

シロナガスクジラの8種が現在では認識されている。これらの鯨の頭骨はよく似

ているようにも見えるが、詳しく見るとそれぞれ特徴があることがわかる。背

側観では、シロナガスクジラは上顎骨の外縁がU字形で、他の種はV字形である。

上顎骨の上行突起が上後頭骨に出会うあたりの頭頂部の骨の配置は、それぞれ

の種で特徴が見出せる。例えば、ツノシマクジラでは上行突起は幅広く、カツ

オクジラでは狭く前頭骨の台座状の隆起に乗る。前頭骨の眼窩上突起の基部を

見ると、ツノシマクジラでは頭頂骨が覆い被さり、これは他の種にはみられな

い特徴といえる。脳頭蓋を側方の斜め下から見ると、頭頂骨・鱗状骨・翼状骨・

翼蝶形骨などの配置にそれぞれの種の特徴を見出すことができる。 

 骨格の形態学的知見は、分子生物学的解析に比較して、一般にあまり重要視

されていないような風潮がある。しかし、詳細に形態を検討することで、ヒゲ

クジラ類の分類学的知見の増進に貢献できることを強調しておきたい。 
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図 ナガスクジラ属（Balaenoptera）全8種の頭骨背側観の比較。 
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ツノシマクジラの発見と現在の知見 

山田 格 

国立科学博物館 名誉研究員 

 

演者プロフィール（やまだ ただす） 

1950 年岡山市生まれ。東京大学理学部卒、東京大学大学院理学研

究科修了。1979 年から東北大学医学部で助手として解剖学の研究

と教育に従事。1984 年から新潟大学医学部に転じ助教授となる。

パリやストックホルムの国立博物館で脊椎動物の歴史を研究。1993

年から国立科学博物館で海棲哺乳類学を担当。形態学研究を主たる

目的としていたが、博物館活動として日本近海に分布する海棲哺乳

類に関する一般自然史学的な調査も行うべきと考え、特にストラン

ディング個体の調査に力を注いできた。専門は海棲哺乳類学、脊椎

動物比較形態学。医学博士。 

 

 

1998年9月11日、角島と特牛の間の海士ヶ瀬で漁船と衝突して死んだクジラが

角島に引き揚げられた。当時工事中だった角島大橋完成後、このクジラの全身

骨格を島の観光資源として活用したいので支援してほしいという、山口県文書

館副館長の戸島昭先生からの依頼があり、 9月14日現地で調査することとした。 

 山口市からの戸島先生とともに朝一番の渡船で島に渡った。元山港の渡船埠

頭の東側の漁船などを引き揚げるらしいスロープに問題のクジラは海を向いて

鎮座していた。埠頭で、島の世話役的な藤岡茂夫さんを紹介された。さらに現

場では、特牛在住の地方史研究家衛藤和行さんご夫妻、商工会の池本和さん、

漁協の内山勉さんの協力を得られるという。9月とはいえ連日30度をこえる日々

だったとのことで、クジラ全体がウジまみれ、うごめくウジで煮え立っている

ような状態だ。そんななか、頭部の離断、体軸骨格と内蔵諸器官の分離などを

行い。各部はひょうたん型の島のくびれの部分、角島小学校のグラウンドの東

端の海側に埋め立てられた 

 一日の作業が終わると、メディアの人々が現れインタビューになった。何や

ら専門家とかいう人々が、わざわざ東京からやってきて色々調べたらしいとい

うことで、手ぐすね引いている。第一問は「このクジラ、何クジラですか」と、
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もっともな質問だが、これが答えられない。わかったことは、体長約11ｍ、メ

ス、ナガスクジラ科のクジラといったことだけ。下あごの色が左右非相称で、

右は白く左は黒ということはナガスクジラの可能性ありだが、背ビレがナガス

らしくない。という具合で、若いナガスクジラの可能性はあるかもしれないが、

種は不明。と答えた。それですっかり、信用を失い、わざわざ東京から来たに

してはぜんぜんダメな奴らだということで、それ以外の質問もあまり出ず、イ

ンタビューはそうそうに終了した。いったいこのクジラは何なのだろうという

疑問を抱きながら角島をあとにした。ほどなくして、藤岡さんから、別に取り

置いてもらっていた骨盤骨が届き、クリーニングしてみると、ふつうのナガス

クジラ科の骨盤骨とは全く異なっている。骨の病変の可能性も考えたが、疑問

は深まる一方だ。そうこうするうち、当時日本鯨類研究所におられた石川さん

からの電話で、角島のクジラは和田さんの「新種」とDNAが一致したという。と

いうことで、精査が必要ということになり、埋設から約半年後の1999年3月15～

17日、発掘することにした。9月の戸島先生、藤岡さん、大石さんに加え、和田

さん、今日のコンビーナー石川さんはじめ総勢七名ほどで、激しい雨の中発掘

作業を行い無事に全身骨格を掘り上げた。一部の骨はかなり軟らかい状態で、

頭骨の一部は濡れた段ボールのようにふかふかしており、標本として仕上げら

れるか不安だったが、掘り上げた骨を並べて初日は終了。翌日はからりと晴れ

た青空の下、骨たちをチェックすると、昨日グジュグジュだった骨たちも、な

んとかシャンとして、頭骨も立てて写真を撮ることができた。掘り上げた骨は、

骨格のクリーニング、組立を依頼した標本業者に引き渡し発掘は終了した。 

 形態学的な観察と記錄、分子生物学的な解析結果を総合して種記載を行うこ

とになり、この全身骨格を、ツノシマクジラ（Balaenoptera omurai）のホロタ

イプとすることになり、少々問題が生じた。タイプ標本となると、世界中から

調査研究に訪れる研究者に観察の便宜をはからなければならない。展示用に組

み立てるのはよろしくない。山口市にある山口県立博物館、あるいは土井ヶ浜

の人類学ミュージアムなどに標本の管理をお願いする可能性などを検討したが、

戸島先生のお考えもあり、結局国立科学博物館で標本を保管することになった。

となるとそもそも、全身骨格を角島の集客資源にしようという当初の計画が頓

挫する。そこで、国立科学博物館の事務方と協議を重ね、精密なレプリカを作

製する予算をなんとか確保、地元にはレプリカの交連骨格を寄贈することでご

容赦いただいた。 

 2003年のツノシマクジラ記載論文が出てから、しばらくの間は世界の鯨研究

者のなかには、ツノシマクジラの有効性について疑問をもつものも多かった。

しかし、我々は可能な限りの標本をチェックして議論しており、内容には自信
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があったし、ほどなくツノシマクジラは世界で認められることとなった。 

 一方で、10ｍをこえるような大きな動物が20世紀の末まで知られることなく

生き続けていたことは、大変大きな驚きだった。ツノシマクジラ記載論文を準

備しながら、日本近海、あるいはソロモン海、ジャワ海などは、ヨーロッパか

らもアメリカからも遠隔の海域なので、なかなか知られることなく生きていた

のだろうかなどとも考えたりした。 

 出版準備中に、台湾で複数のツノシマクジラ標本が既に博物館標本として存

在していたのに遭遇したのは驚きだったが、性別を問わず、若齢個体でも、種

としての特徴が現れていることを確認できたのは実に心強いことだった。2003

年以降、タイをはじめ東南アジアの国々で調査を行うことができ、結果として

は南シナ海、シャム湾、アンダマン海などにツノシマクジラが棲息しているこ

とが確認できた。現在もミャンマーなどで、さらなる調査を進めている。 

 しかし、驚いたことに、一旦その存在が知られると、実は東南アジアだけで

なく、インド洋、ペルシャ湾、紅海、そして大西洋でさえ分布が確認されつつ

ある。現状ではフィリピンを中心とし、東経 100°付近から 170°付近、緯度で

は南北 30°あたりの海域での知見が多く、このあたりが主要な分布域と考えら

れるが、分布域は想像を遙かに超える広いもののようだ。 

 となると、先に触れたように、遠隔地だから研究者の目に触れる機会が少な

かったからではなく、ものを見る目の確かさに問題があったのではないかとも

感じられる。中型とはいえニタリクジラサイズの標本、頭骨の長さが 3ｍ前後、

重さが数百㎏なので、これを観察するには、一人では難しいことも多い。最低

限の観察を実現するには、どんなに少なくとも三名以上のチームが必要だ。今

後はさらに詳細な観察に基づいて、我らの友たるクジラたちに関する理解を深

めていきたいと考えている。 
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「ツノシマクジラ」が発見された豊北町・角島とは・・・ 

 

藤野 亘 

道の駅「北浦街道 豊北」駅長 

 

演者プロフィール（ふじの わたる） 

 

山口県下関市豊北町出身。1955年5月7日生まれ。 

下関市役所を経て2016年4月より㈱道の駅豊北勤務、同年7月に

道の駅「北浦街道 豊北」駅長就任。 

 

｢北浦街道豊北｣は、世界最大の 旅行口コミサイト｢トリップア

ドバイザー｣の｢旅好きの口コミで選ぶ！道の駅ランキング

2018｣で 第１位になった。 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

  

【豊北町とは・・・】 

 下関市豊北町は、市の北部に位置し、豊かな自然に恵まれた農業や漁業の盛

んな地域です。総面積は、168.57㎢、東西約18㎞、南北約20㎞のひし形で、本

土から海上約1.5㎞の沖合にある角島から構成されております。北は日本海、西

は響灘と二方を海に開かれ、東は標高668ｍの白滝山を市境として長門市に、南

は標高616ｍの狗瑠孫山を地域境として豊田町・豊浦町に隣接し、森林の占有率

が73％で、典型的な中山間地域となっています。 

 角島をはじめとする美しい海岸線一帯は北長門海岸国定公園に指定され、澄

みきったコバルトブルーの海と貝殻の小さな粒で構成された砂浜や海岸線は、

夏は海水浴、春や秋はドライブコースとして楽しまれています。 

 また、鮭の遡上が確認された粟野川

は、その優雅さから別名「白羽川」と

も呼ばれ、その源は豊田町にあります。

その清流では、「しろうお」や「鮎」、

更には「青海苔」など川の恵みの宝庫

となっています。 

 海の恵みとしては、特牛（こっとい）

市場に水揚げされる近海物のあじ・い

わし・ぶり・あわび・さざえなどの魚
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介類があり、いか、特に「剣先いか」の水揚げには目を見張るものがあります。

この剣先いかに条件を付して、現在、「下関北浦特牛いか」としてブランド化

を図っています。                        

 土の恵みとしての夏の味覚「赤梨」は「豊北梨」として町を代表する農産物

の一つで、その他酪農や肉用牛、養鶏は山口県内でも有数の産地となっていま

す。 

 

【角島とは・・・】 

 角島は、面積約4.1㎢、周囲は約17㎞、人口約730人で、主な産業は漁業と農

業です。島全体が北長門海岸国定公園に属し、春は「はまひるがお」、夏は「は

まゆう」、秋は「だるまぎく」、冬は「すいせん」などの貴重な花々に出会え

る自然豊かな地域です。 

 歴史を遡ると、平城京跡から出土した木簡に「長門國豊浦郡都濃嶋（つのし

ま）所出穉海藻（わかめ）」と記載があり、角島のわかめが朝廷に献上されて

いたことが分かっています。また、万葉集にも「角島の瀬戸のわかめは人のむ

た荒かりしかど我とは和海藻（にぎめ）」と言う一首も残されています。 

 島内には、角島大橋の袂にある「瀬崎陽（あかり）の公園」、角島灯台を核

とした「角島灯台公園」、「夢崎波の公園」、「牧崎風の公園」、「つのしま

自然館」、特産品等販売施設「しおかぜの里角島」、「大浜海水浴場」など数

多くの観光施設が整備されています。 

 また、角島出身の女流作家・中本たか子の歌「故里を とおくはなれて 思

うかな 夢さきの波 牧さきの風」から公園の名が付いた夢崎波の公園と牧崎

風の公園は角島の両端に位置しており、いずれの公園でも角島の原風景を感じ

ることができます。 

更に、島の中央部にあります「角島サイクルポート」では、自転車の貸し出

しを行っており、手軽にサイクリングを楽しむこともできます。 
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