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Abstract

An individual (ca. 120 cm total length, ca. 70 kg body weight)
of Masturus lanceolatus (Molidae) stranded on beach at Gappo Park (40°49′53.5″N, 140°46′40.1″E), Gappo, Aomori City,
Aomori Prefecture, Japan, on 9 November 2020. In Japanese
waters, this species has been recorded between Miyagi and Okinawa prefectures (in the case of the Sea of Japan, between Akita
and Okinawa prefectures) until now. Therefore, this individual
represents the first record of M. lanceolatus from Aomori Prefecture and the northernmost record of this species in Japanese
waters. Comparing the photographs one day and three days after
this individual stranded, there were scars that were presumed to
have been pecked by birds. The direct cause of the stranding of
this individual is unknown. However, one of the possible causes
was that the sea surface temperature around the stranding site on
the day before this individual stranded was lower than the water
temperature preferred by this species.

に突出すること，下顎が上顎よりわずかに前方に突出する
こと，マンボウ属より体型が卵形であることなどから形態
的に識別される（波戸岡・萩原，2013；松浦，2017；澤井，
2017）
．
日本におけるヤリマンボウの知見は，マンボウ属と混
同されつつも，少なくとも江戸時代からある（澤井・氷厘亭，
2019）
．本種は日本近海ではあまり漁獲されない稀種であ
るが，秋田県以南の日本海・宮城県以南の太平洋から沖縄
県の間で散発的な記録がある（波戸岡・萩原，2013；松
浦，2017；澤井，2017）．本種は全長 3 m 以上に達すると
されるが（波戸岡・萩原，2013；松浦，2017）
，筆者の調
べた限りでは，実際に計測された日本近海における本種の
最大個体は，川上・一澤（2012）が報告した山陰沖で混獲
された全長約 220 cm の個体［この個体の体重（約 500 kg）
は後に推定体重だったと判明した（澤井・氷厘亭，2019）］
である．
このたび，2020 年 11 月に Twitter ユーザーから「合浦
公園の海水浴場にマンボウが座礁している」との情報を受
け，詳細に調べた結果，青森県初記録のヤリマンボウ（本
種の北限記録更新）と判明した．本個体は東奥日報（川越，
2020）に取り上げられたがいくつか情報の修正が必要であ
り，また種同定の根拠も明言されていないため，より詳細
な調査を行った結果をここに報告する．
材料と方法

ヤリマンボウ Masturus lanceolatus (Liénard, 1840) は，マ

本 研 究 で 調 査 し た マ ン ボ ウ 科 1 個 体 は，2020 年 11

ンボウ科 Molidae ヤリマンボウ属 Masturus に属する大型

月 9 日に青森県青森市合浦の合浦公園海水浴場の浜辺

のフグ目魚類である（波戸岡・萩原，2013；松浦，2017；

（40°49′53.5″N, 140°46′40.1″E；Fig. 1） に 座 礁 し，2020 年

澤井，2017）
．本種は世界中の温帯・熱帯海域に分布して

11 月 12 日に青森市の最終処分場で破棄された．本個体は

いるが（波戸岡・萩原，2013；松浦，2017；澤井，2017）
，

合浦公園を管理するパークメンテ青い森グループの職員に

温帯海域より熱帯海域に多く生息する（Chang et al., 2018；

よっておよその全長が計測され，最終処分場でおよその体

Nyegaard et al., 2018）
．本種は海産魚であるが，ごく稀に

重が計量された．本研究におけるマンボウ科の計測方法

河口に迷い込み，河川を遡上して座礁した記録も知られ

は澤井（2016）にしたがった．マンボウ科の種同定は上

ている（粟生・澤井，2018；Sawai et al., 2019）
．本種はマ

述の先行研究（波戸岡・萩原，2013；松浦，2017；澤井，

ンボウ属 Mola と外部形態が似ているためよく混同される

2017）にしたがった．本個体に関する写真や情報は謝辞に

が，舵鰭（尾鰭に見える部位）の中央よりやや背側が後方

記した協力者から得られ，写真の比較から外部形態の観察
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Fig. 1. Stranding site. An individual of Masturus lanceolatus (ca. 120 cm total length) stranded on beach at Gappo Park (40°49′53.5″N,
140°46′40.1″E), Gappo, Aomori City, Aomori Prefecture, Japan, on 9 November 2020. Photographed by Kikou on 12 November
2020.
を行った．本個体が座礁した前日の気象や海面水温は，気
象庁（2020a, b）のデータを読み取った．

された．
本個体の 2020 年 11 月 10 日（Figs. 3A, C）と 2020 年 11
月 12 日（Figs. 3B, D）の写真を比較すると，残っていた

結果と考察

調査個体の種同定と座礁後に増えた体の傷

眼球の一部が失われて眼孔が広がり，胸鰭・背鰭基底の帯
本個体は

状部に孔が開いていた（Fig. 3 白矢印）．2019 年 1 月に座

全長約 120 cm，体重約 70 kg であった．本個体は舵鰭の中

礁したヤリマンボウを突いていたハシブトガラス Corvus

央よりやや背側が後方に突出し（Fig. 2A）
，体型が卵形で

macrorhynchos Wagler, 1827 の観察例では，ヤリマンボウの

あり（Fig. 2A）
，下顎が上顎よりわずかに前方に突出する

眼と鰓膜が失われ，背鰭・舵鰭・臀鰭基底の帯状部に孔が

（Fig. 3B）形態的特徴をもつことからヤリマンボウと同定

開き，肛門が不自然に大きく開かれていた一方，体を取り
Ichthy 3 ǀ 2020 ǀ 6

Sawai — First record of Masturus lanceolatus from Aomori Prefecture

Fig. 2. External morphology of Masturus lanceolatus (same individual as in Fig.1). A: full body view (photographed by Yoshihiro Mikami on 12 November 2020). B: around anus (photographed by Park Maintenance Aoi-mori Group on 12 November 2020). Arrow
indicates the anus.

Fig. 3. Anterior part of body (A–B) and base of dorsal fin (C–D) of Masturus lanceolatus (same individual as in Fig.1). A, C: photographed by Park Maintenance Aoi-mori Group on 10 November 2020. B, D: photographed by Yoshihiro Mikami on 12 November
2020. White arrows indicate body parts changing after two days (possibly pecked by birds).
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巻く硬い皮（皮下ゼラチン層）にはそのような傷がなかっ

（2020 年 11 月 8 日）の海面水温と風に注目した．海面水

たことから，ハシブトガラスはヤリマンボウの体の柔ら

温は陸奥湾の入り口から座礁現場まで 16–17°C であり（気

かい部位を狙って採食したものと推察された（Sawai and

象庁，2020b），本種が好む水温（≥20°C；Seitz et al., 2002；

Yoshida, 2019）．本個体でも確認された不自然に大きく開

中村 , 2017；Nyegaard et al., 2018）より低かった．低水温

かれた肛門（Fig. 2B 矢印）と上述の体にできた傷（Fig. 3

環境下に長時間滞在することは本個体の体の活性を低下さ

白矢印）は Sawai and Yoshida（2019）が報告したものとよ

せ，座礁を導く一因になりそうである．風に関する気象デー

く似ており，本個体の体の柔らかい部位も座礁後に鳥類に

タは気象庁（2020a）を参照すると，陸奥湾の入り口に近

よって採食された可能性が高いと考えられた．

い観測地点（今別，脇野沢）の日平均風速は 0.9–2.4 m/s

北限記録の再検討

近年の青森県産魚類目録（塩垣ほ

で強い風ではなかったが，風向は西北西であり，津軽海峡

か，2004；山中・伊藤，2014）を確認しても青森県内で確

から陸奥湾へと本個体の流入を促す助力となった可能性は

認されたマンボウ科魚類はマンボウ属のみであり，ヤリマ

考えられる．一方，座礁現場に近い観測地点（青森）の日

ンボウの記録は確認されなかった．青森県営浅虫水族館の

平均風速は 5.2 m/s とやや強い風であったが，沿岸から沖

杉本

匡氏（私信）は三十数年前に陸奥湾内の定置網で漁

の方に向かう西南西の風向であり（気象庁，2020a），座礁

獲されたヤリマンボウを確認したが写真や詳細な情報を記

を導く一因となりそうではない．陸奥湾内の海流で沿岸に

録していなかったため，本報告が明確な写真に基づくヤリ

運ばれたのか，自力で接岸したのか，本個体の直接的な座

マンボウの青森県からの初記録となる．

礁原因は不明である．少なくとも本種の好適水温から考え

これまで日本近海におけるヤリマンボウの北限記録

ると，陸奥湾の海面水温が 20°C 以上となるのは 7 月下旬

は，日本海では秋田県（例えば，松浦，2017；Sawai and

頃から 10 月中旬頃までであり（気象庁，2020b），その期

Yoshida, 2019）
，太平洋では宮城県（例えば，酒井，1986；

間以外の陸奥湾は本種が生息する環境として適していない

古川，1993）とされていた．日本近海における本種の北限

と推察された．

記録の再検討にあたり，秋田県・宮城県以北の記録を改め
て調査したところ，出版物では確認できなかったが，神奈
川県立生命の星・地球博物館と国立科学博物館が共同運営

謝

辞
本研究を取りまとめるにあたり，三上能弘氏，キコウ氏，

している魚類写真資料データベース（http://fishpix.kahaku.

岩見弘美氏（パークメンテ青い森グループ）
，および杉本

go.jp/fishimage/index.html）に，2000 年 9 月 7 日に岩手県で

匡氏（青森県営浅虫水族館）から本研究に使用した個体の

撮影されたヤリマンボウの写真（KPM-NR 154440）が登

情報や写真を提供して頂いた．以上の方々に心から厚く御

録されており，KPM-NR 154440 は写真に基づく本種の岩

礼申し上げる．

手県初記録になると考えられた．一方，北海道におけるマ
ンボウ科の記録はマンボウ属のみでヤリマンボウは確認さ
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