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2002; Yoshita et al., 2008；鴨川シーワールド，
る（相良・小澤，
2010；波戸岡・萩原，2013）．しかし，日本近海において，
マンボウ以外の種は稀種で，学術的に報告されていない
地域（都道府県）も多い（相良・小澤，2002; Yoshita et al.,
2008；鴨川シーワールド，2010；波戸岡・萩原，2013）．
このたび，研究協力者（山本勇毅氏）から提供された
マンボウ科の画像データの中に，徳島県から得られたヤリ
マンボウ，ウシマンボウ，マンボウの資料があり，前二者
は徳島県初記録，マンボウは同県からの確かな記録となる
ためここに報告する．

Abstract

Single individuals of Masturus lanceolatus (around 1 m estimated total length), Mola alexandrini (1–2 m estimated total
length) and Mola mola (1–2 m estimated total length) (Molidae) were captured by set nets off Tomoura (33°35′38.8″N,
134°22′39.2″E), Kaiyo-cho, Kaifu-gun, Tokushima Prefecture,
Japan during 2020–2021. The individuals of the former two species represent the first records from Tokushima Prefecture. The
individual of Mola mola represents the first reliable record from
the prefecture. This study showed that raised skin wrinkles on
the body (especially posterior part of pectoral fin) can be used to
distinguish between large specimens (ca. >110 cm total length)
of Masturus lanceolatus (absent) and Mola mola (present). In
addition, pigmentation (when fresh) of the lateral surface of the
body is probably different between Masturus lanceolatus (usually having black spots) and two species of Mola (white spots),
although additional comparative specimens are required.

材料と方法
本 研 究 で 調 査 し た マ ン ボ ウ 科 3 個 体（Figs. 1–3） は，
2020 年 4 月から 2021 年 6 月までの間に，徳島県海部郡海
陽町鞆浦沖（33°35′38.8″N, 134°22′39.2″E）に設置された定
置網によって漁獲された．これらの個体は標本として保存
されておらず，正確な大きさは不明であるが，これまでの
研究（Gudger, 1937; Sawai et al., 2017）との比較から体サ
イズを推測した．マンボウ科の種同定は先行研究（Sawai
et al., 2017, 2020；澤井，2021）にしたがった．マンボウに
ついては，大西洋を主として構成される集団と太平洋を
主として構成される集団で遺伝的・形態的に若干の差異
が示唆されているが，分類学的知見の不足により，現状
では 1 種として扱われているため（Sawai et al., 2017, 2020;
Caldera et al., 2020），本研究でもマンボウの学名は M. mola
を採用した．また，本研究ではマンボウ科の生態学的研究

マンボウ科魚類 Molidae はフグ目に属する大型魚類で，

の参考資料として，海面水温と海面塩分（psu）も確認した．

世界中の温帯・熱帯海域に分布し，現在，以下の 3 属 5

各個体が漁獲された当日の海面水温と海面塩分は，徳島県

種が有効種として認められている：クサビフグ Ranzania

農林水産総合技術支援センター水産研究課（2020–2021）

laevis (Pennant, 1776)， ヤ リ マ ン ボ ウ Masturus lanceolatus

の地点「浅川（栽培漁業センター）」から得られたデータ

(Liénard, 1840)， マ ン ボ ウ Mola mola (Linnaeus, 1758)， ウ

を日平均した．

シマンボウ Mola alexandrini (Ranzani, 1839)，カクレマンボ
ウ Mola tecta Nyegaard et al., 2017（Sawai et al., 2017, 2020;
Caldera et al., 2020）
．
日本近海に出現するマンボウ科はカクレマンボウを除
く 4 種であり，日本の幅広い地域から出現が報告されてい

結果と考察

ヤリマンボウの同定および分布
本研究で調査した 1 個体（Fig. 1；推定全長 1 m 前後）
は 2021 年 6 月 15 日に漁獲され，漁獲日の日平均海面水
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Fig. 1. An individual of Masturus lanceolatus (around 1 m estimated total length) captured by set nets off Tomoura, Kaiyo-cho, Kaifu-gun, Tokushima Prefecture, Japan, on 15 June 2021. Arrows and red enclosure indicate diagnostic characters for the species
[clavus with median projection, slightly protracted lower jaw (beyond upper-jaw tip) and no raised skin wrinkles on the body] provided by Sawai et al. (2020) and Sawai (2021). Photo by Y. Yamamoto.

温は 20.5˚C，日平均海面塩分は 32.6 psu であった．本個体

ウでは確認されず（Fig. 1）
，また全長 70 cm 以上のヤリマ

は舵鰭の中央よりやや背側が後方に突出すること，下顎が

ンボウでも体表のシワは確認されなかった（川上・一澤，

上顎よりわずかに前方に突出すること，体型が卵形であ

2012；粟生・澤井，2018；一澤ほか，2018）．したがって，

ることから，ヤリマンボウと同定された（波戸岡・萩原，

この形質は全長 110 cm 以上のマンボウとヤリマンボウを

2013；Sawai et al., 2020）
．舵鰭突出部より腹側にみられる

識別する上で有効と考えられた．また，ヤリマンボウは成

凹みは，奇形か何かしらの捕食生物に齧られた痕と推測さ

長にともなって体の色彩パターンが変化する可能性が示唆

れた（Fig. 1）．全長 110 cm 以上のマンボウにある分類形

されているので詳細な調査が必要であるが（澤井・山田，

質（胸鰭より後方にある体表の盛り上がったシワ）（澤井，

2017）
，本研究のヤリマンボウとマンボウ属 2 種（マンボ

2021）は，推定全長 1 m 前後とされる本研究のヤリマンボ

ウ，ウシマンボウ）を比較すると，生鮮時のマンボウ属
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Fig. 2. An individual of Mola alexandrini (1–2 m estimated total length) captured by set nets off Tomoura, Kaiyo-cho, Kaifu-gun,
Tokushima Prefecture, Japan, on 9 July 2020. Arrows and red enclosure indicate diagnostic characters for the species (chin bump,
rounded clavus margin and no raised skin wrinkles on the body) provided by Sawai et al. (2017, 2020) and Sawai (2021). Photo by Y.
Yamamoto.
2 種は体側面に白色斑をもつ傾向があることに対し（Figs.

ヤリマンボウは青森県から沖縄県にかけて散発的に記

2–3；澤井，2021）
，生鮮時のヤリマンボウは体側面に黒色

録されている（波戸岡・萩原，2013；澤井，2020）．しかし，

斑と舵鰭に白色の虫食い状斑（点状の場合もある）をもつ

徳島県からヤリマンボウは記録されておらず［本種の分布

傾向があり（Fig. 1；川上・一澤，2012；小枝，2016；粟生・

について広範囲に調べられた文献（相良・小澤，2002；鴨

澤井，2018；一澤ほか，2018）
，色彩パターンによっても

川シーワールド，2010；波戸岡・萩原，2013；池田・中

ヤリマンボウと上記のマンボウ属 2 種を識別できる可能性

坊，2015），徳島県近海を含む魚類図鑑（西松，2017；増

が示唆された．

田，2018）でもヤリマンボウは掲載されていない］
，本種
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Fig. 3. An individual of Mola mola (1–2 m estimated total length) captured by set nets off Tomoura, Kaiyo-cho, Kaifu-gun, Tokushima Prefecture, Japan, on 26 April 2020. Arrows and red enclosure indicate diagnostic characters for the species (no head or chin
bumps, wavy clavus margin and raised skin wrinkles on the body) provided by Sawai et al. (2017, 2020) and Sawai (2021). Photo
by Y. Yamamoto.

の分布空白域となっていた．したがって，本研究で報告し

れた（Sawai et al., 2017, 2020；澤井，2021）
．

たヤリマンボウの写真（Fig. 1）は，本種の徳島県からの

ウシマンボウは近年日本近海に出現することが明らか

初記録となる．ヤリマンボウは徳島県の鞆浦の定置網漁師

になったため，出現が確認された都道府県は以下のように

によって地方名で「ギンマンボウ」と呼ばれており，これ

詳細に把握されている：北海道（澤井ほか，2014, 2020），

はマンボウ属 2 種と比べ，体色が銀白色に見えることに由

岩 手 県（ 吉 田，2006a；Yoshita et al., 2008； 澤 井 ほ か，

来する（Figs. 1–3）．

2009；山野上ほか，2010），宮城県（相良ほか，2005；吉
田ほか，2005），富山県（澤井ほか，2017），石川県（石川

ウシマンボウの同定および分布

県水産総合センター，2012）
，茨城県（相良ほか，2005；

本研究で調査した 1 個体（Fig. 2；推定全長 1–2 m）は

澤井ほか，2015b）
，千葉県（山野上・澤井，2012；Sawai

2020 年 7 月 9 日に漁獲され，漁獲日の日平均海面水温は

et al., 2017）
， 神 奈 川 県（ 澤 井・ 山 野 上，2016； 澤 井 ほ

21.8˚C，日平均海面塩分は 32.9 psu であった．本個体は下

か，2019）
，東京都［小笠原諸島（吉田，2006b）
］，静岡

顎下部が明瞭に隆起すること，胸鰭後方の体表に盛り上

県（吉田ほか，2005；Yoshita et al., 2008），三重県（澤井，

がったシワがないこと，舵鰭縁辺部に波型が確認されない

2021），山口県（Sawai et al., 2018），高知県（澤井，2018），

こと（Fig. 2 はやや不明瞭）から，ウシマンボウと同定さ

大分県（澤井ほか，2015a）
，長崎県［有福島（Sawai and
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Nakamura, 2020）］，鹿児島県［喜界島（Sawai and Yamada,
2019）
；奄美大島（南海日日新聞，2020）
］
，沖縄県［伊江
島（Yoshita et al., 2008）
；与那国島（下瀬・澤井，2012）
］
．
これまで徳島県からウシマンボウの出現記録はないため，
本研究で報告したウシマンボウの写真（Fig. 2）は，本種
の徳島県からの初記録となる．徳島県の鞆浦の定置網漁師
の間ではマンボウとウシマンボウは混同されて
「マンボウ」
と呼ばれていた．
マンボウの同定および分布
本研究で調査した 1 個体（Fig. 3；推定全長 1–2 m）は
2020 年 4 月 26 日に漁獲され，漁獲日の日平均海面水温は
16.5˚C，
日平均海面塩分は 33.6 psu であった．本個体
（Fig. 3）
の画像は動画から切り出されたため解像度は低いが，頭部
や下顎下部が隆起しないこと，舵鰭縁辺部が全体的に波打
つこと（舵鰭の波型は推定サイズから発達中と考えられ不
明瞭）
，胸鰭後方の体表に盛り上がったシワがあることか
ら，マンボウと同定された（Sawai et al., 2017, 2020；澤井，
2021）．なお，Fig. 3 の左上に見えるマンボウ属の個体も
おそらくマンボウと考えられるが，動画から明確な形態的
特徴が確認できなかった．
ウシマンボウの標準和名が提唱された 2010 年以前にマ
ンボウとして報告された記録の中には，両種を混同してい
る可能性があるが，マンボウは日本近海に出現するマン
ボウ科の中で最も漁獲頻度が高く，先行研究（相良・小
澤，2002；Yoshita et al., 2008；鴨川シーワールド，2010；
山野上ほか，2010；澤井ほか，2011）で示されたマンボウ
の全国的な分布は，本種の正確な分布をほぼ反映している
ものと考えられる．徳島県においてマンボウを扱った文献
は，マンボウを食べる地域として本県を記した文献（藤原，
2015；植田ほか，2017）や播磨灘に出現する魚類としてマ
ンボウを記した文献（西松，2017；増田，2018）に限られ
る．したがって，
本研究で報告したマンボウの写真（Fig. 3）
は，本種の徳島県からの確かな記録となる．
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