
アシロ科フクメンイタチウオ属Bassozetusは，
眼径が吻長より短い，主上顎骨背縁が表皮

に被覆される，主鰓蓋骨に棘がないかあっても弱
い，胸鰭に欠刻がなく鰭条の後端が肛門上方に達
しない，基鰓骨の歯帯数が0–1，腹鰭条数が1お
よび第1鰓弓の長い鰓耙数が9–22などによって特
徴づけられる（Cohen and Nielsen, 1978; Nielsen

and Merrett, 2000; Nielsen and Møller, 2008）．本属
魚類は，全大洋のおもに熱帯域から温帯域に広く
分布し，現在 13種が知られている（Nielsen and

Merrett, 2000）．これらのうち，日本近海からはナ
ンヨウフクメンイタチウオ Bassozetus glutinosus

（Alcock, 1890），ソコフクメンイタチウオBassoze-

tus levistomatus Machida, 1989およびフクメンイタ
チウオBassozetus zenkevitchi Rass, 1955の3種が報
告されていた（Nakabo, 2002；冨山ほか, 2011）．

著者らは，2009年10月に新たな日本初記録種と
なるBassozetus robustus Smith and Radcliffe, 1913を
駿河湾から採集した．また，国立科学博物館の所
蔵標本からも，琉球海溝産の本種の1標本を発見
した．本報告では，これら2標本の形態を記載し，
新標準和名を提唱する．
計数・計測方法はおもにHubbs and Lagler（1985）

に，尾鰭条数，鰓耙数および脊椎骨数はCohen

and Nielsen（1978）に，眼径と横列鱗数はNielsen

and Merrett（2000）に，肛門前長，臀鰭前長，腹
鰭前長および腹鰭―臀鰭間長は冨山ほか（2011）
にしたがった．扁平石の長さ，高さおよび幅につ
いてはそれぞれの最大値を計測した．脊椎骨の計
数には軟X線写真を使用した．駿河湾産の標本
（84.1 mm standard length, SL）については，腹部を
解剖し，胃内容物を千原・村野（1997）の分類体
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Abstract Two specimens of the robust assfish, Bassozetus robustus Smith and
Radcliffe, 1913 (84.1 and 341.9 mm in standard length, SL), collected from Suruga
Bay and the continental slope of the Ryukyu Trench, respectively, represent the
first records of the species from Japanese waters. Bassozetus robustus is distin-
guished from all congeners by the following combination of characters: dorsal fin
rays 112–130, anal fin rays 92–103, pectoral fin rays 24–28, precaudal vertebrae
13-16, long gill rakers on first gill arch 11-16, oblique scale lows between anus and
dorsal fin 25–36, pelvic fin length 16.5–20.5% SL, body depth at anal fin origin
10.0–19.0% SL, a well-developed basibranchial tooth patch and inner surface of
sagittal otolith with an ostial channel. The new Japanese name “Ishi-fukumen-
itachiuo” is proposed for the species.
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系にしたがって双眼実体顕微鏡下で分類群ごとに
計数した．標本は東海大学海洋科学博物館
（MSM）および国立科学博物館（NSMT）に所蔵
されている．

Bassozetus robustus Smith and Radcliffe, 1913
イシフクメンイタチウオ（新称）

（Figs. 1─2）

記載標本 2個体：MSM-10-445，84.1 mm SL，
駿河湾（34°41.9�N, 138°38.0�E），水深809–1881 m，
アイザックスキッド中層トロール（IKMT），2009

年 10月 20日；NSMT-P 100021, 341.9 mm SL，琉
球海溝斜面（26°19.5�N, 128°21.2�E），水深 1338–

1396 m，ビームトロール，2005年5月24日．
識別的特徴 本種は背鰭条数が112–130，臀鰭
条数が92–103，胸鰭条数が24–28，横列鱗数が約
25–36，第1鰓弓の長い鰓耙数が11–16，腹椎骨数
が13–16，臀鰭起部体高の標準体長（以下，体長）
比が10.0–19.0%，腹鰭長の体長比が16.5–20.5%，
基鰓骨に明瞭な1歯帯があるおよび扁平石の側面
内側にostial channelがあることで，同属他種から
識別される（Nielsen and Merrett, 2000；本研究）．
記載 背鰭条数120–122，臀鰭条数98–99，胸
鰭条数27，腹鰭条数1，尾鰭条数8，横列鱗数約
33–36，第1鰓弓の長い鰓耙数1�1�10�12，第1

鰓弓の短い鰓耙数4�4�8，脊椎骨数15�51–52�

66–67，背鰭起部直下までの脊椎骨数3–4，臀鰭起

部直上までの脊椎骨数15．
体各部の体長比（%）を以下に示す．頭長

22.0–22.3，頭高14.8–14.9，頭幅9.0–9.5，吻長5.7，
眼径1.4–1.9，上顎長10.7–11.1，両眼間隔5.6–7.0，
最大体高15.0–16.9，臀鰭起部体高12.4–15.2，肛
門前長32.0–35.3，背鰭前長20.4–22.5，臀鰭前長
33.9–37.0，腹鰭前長 16.8–17.0，腹鰭 –臀鰭間長
19.1–24.1，腹鰭長18.1–18.3．
体は伸長する．頭部は幅がやや厚く，だぶつい
た薄膜に覆われる．躯幹部と尾部は側扁し，尾部
末端に向って薄くなる．体高は躯幹始部でもっと
も高く，尾柄高の11.5–15.6倍．肛門は背鰭第21–

23条基底直下に開口する．吻は膨らみ，先端でや
や側方に張り出し，背面からみると截形を呈す．
吻長は眼径の 3.0–4.0倍．鼻腔は丸く，前鼻腔が
後鼻腔よりも小さい．前鼻腔は吻端近く，後鼻腔
は前鼻腔と眼の前縁の中間後方に位置する．眼は
小さく，水平方向にやや長い楕円形．両眼間隔は
広く，吻長とほぼ同長．口は亜端位で，口裂が大
きい．主上顎骨は背縁が表皮に被覆され，後端が
眼の後縁下方をはるかに越える．下顎は閉口時に
上顎に被われる．前上顎骨，歯骨，前鋤骨，口蓋
骨および基鰓骨上に小さな円錐歯が密集し，それ
ぞれ明瞭な1歯帯を形成する．両顎歯は他の歯に
比べ小さく，歯帯は口端から口角部のやや後方ま
である．前鋤骨の歯帯は前端部が前方にやや伸長
した逆V字形をなす．口蓋骨と基鰓骨の歯帯は前
後に伸長し，その幅が前者では中央部で広く，後
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Fig. 1. Bassozetus robustus, MSM-10-445, 84.1 mm SL, Suruga Bay, Japan. A, photograph of 70%
ethanol-preserved specimen; B, illustration of head and trunk of preserved specimen. (a) opercular
spine, (b) spine just above pectoral fin base.



者ではほぼ均等．鰓蓋は薄く，柔軟．前鰓蓋骨は
棘を欠き，その後縁が主鰓蓋骨後縁に近接する．
主鰓蓋骨上部の皮下に1小棘がある（MSM-10-445

では，鰓蓋後方の皮膚が破損し，露出）（Fig. 1B）．
鰓孔は広く，左右の鰓膜が眼の下方で接し，峡部
に癒合しない．第1鰓弓には先端が尖った長い鰓
耙が1列に並び，その両端に短く先端が鈍い鰓耙
（上枝と下枝にそれぞれ4本）が並ぶ．長い鰓耙の
内側と短い鰓耙の全面には微小棘がある．偽鰓弁
は2本．背鰭起部は鰓孔上端直上にある．臀鰭起
部は背鰭第24–25条基底直下にある．胸鰭に欠刻
がなく，鰭条の後端が肛門上方にわずかに達しな
い（MSM-10-445の左側は破損）．腹鰭は喉位で，
左右の基底が近接し，鰭条の後端が肛門下方をわ
ずかに越えるか（MSM-10-445）直前にある
（NSMT-P 100021）．尾鰭はきわめて小さく，尖形
で，鰭膜によって背・臀鰭と連続する．各鰭の鰭
条はすべて軟条からなる．胸鰭基底直上には皮下
に埋没した 1小棘がある（NSMT-P 100021では，
皮膚が厚く，体外からは不明瞭）（Fig. 1B）．体に
は，両顎，鰓条膜および胸鰭基部内面をのぞき，
スケールポケットがある（鱗はすべて脱落）．側線
はみとめられない．扁平石は，MSM-10-445（長
さ2.6 mm，高さ1.8 mm，幅0.8 mm; Fig. 2A）では
外縁に顕著な欠刻を欠く．側面の外側は半球状．
内側は中心部のやや下方に楕円形の裂溝とその前
方にほぼ均等な幅のostial channelがあり，裂溝と
ostial channelが凹む以外は平坦．NSMT-P 100021

（10.4 mm, 9.9 mm, 1.7 mm; Fig. 2B）では，前縁が
尖り，背縁中央のやや前方に明瞭な1欠刻を有す
る．側面の外側はほぼ平坦．内側はMSM-10-445

に比べ裂溝が水平方向に長いこと，ostial channel

が前縁に向かって広がることをのぞいて同様．

体色 カラー写真にもとづく生鮮時のMSM-10-

445の体色を以下に示す．頭部は淡灰色の薄膜と
背面をのぞいて黒色．体は胸鰭基底と腹部が黒色
で，その他が淡灰色．各鰭は淡灰色．スケールポ
ケットの縁辺部は淡黒色．固定後，生鮮時の黒色
は変わらないが，淡黒色は褐色および淡灰色は淡
褐色へ変化する．NSMT-P 100021の固定後の体色
は，MSM-10-445の固定後と同様．
胃内容物 ハルパクチクス目（2個体），アミ目

（1個体），端脚目（1個体）およびカイアシ亜綱
（1個体）が出現した．
分布 インド・太平洋および西部大西洋の熱帯
域から温帯域（Nielsen and Merrett, 2000; Yeh et al.,

2005；本研究）．
備考 本標本の計数・計測形質の組み合わせ

（背鰭条数120–122，臀鰭条数98–99，胸鰭条数27，
横列鱗数約33–36，第1鰓弓の長い鰓耙数12，腹
椎骨数 15，臀鰭起部体高の体長比 12.4–15.2%，
腹鰭長の体長比18.1–18.3%および明瞭な1歯帯が
ある基鰓骨）は，フクメンイタチウオ属13種のう
ちB. robustusにのみ該当する（Nielsen and Merrett,

2000）．これら以外の計数・計測値もNielsen and

Merrett（2000）が示した本種の値の範囲内にあっ
た．さらに，扁平石の形状［内側面にostial chan-

nelがあり，大型個体（NSMT-P 100021, 341.9 mm

SL）では前縁が尖り，背縁に1欠刻があること］
も，Nielsen and Merrett（2000）が記載・図示した
特徴と一致し，本研究の2標本はB. robustusに同
定された．また，Nielsen and Merrett（2000）によ
ると，本種の扁平石は同属他種よりもやや大きい
とされている．

Bassozetus robustusは，既知の日本産フクメンイ
タチウオ属3種のうち，フクメンイタチウオおよび
ソコフクメンイタチウオとは基鰓骨に明瞭な1歯帯
があること（vs. フクメンイタチウオはないかほと
んど発達せず，ソコフクメンイタチウオなし）や
腹鰭長の体長比が16.5–20.5%であること（vs. フ
クメンイタチウオ5.7–8.8%，ソコフクメンイタチ
ウオ 8.1–12.0%）によって容易に識別できる
（Machida and Tachibana, 1986; Nielsen and Merrett,

2000）．本種はナンヨウフクメンイタチウオと計
数・計測形質が酷似するが，扁平石の内側面に
ostial channelを有し（vs. 欠く），少なくとも341.9

mm SL以上で背縁に欠刻を有すること（vs. 欠く）
によって識別できる．また，本種の第1鰓弓の長
い鰓耙数（11–16）はナンヨウフクメンイタチウオ
（15–21）よりやや少ない（Nielsen and Merrett,
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Fig. 2. Median (upper) and dorsal (lower) views of
sagitta of Bassozetus robustus. A, MSM-10-445,
84.1 mm SL, left; B, NSMT-P 100021, 341.9 mm SL,
right. (a) ostial channel, (b) sulcus. Bars 1 mm



2000）．
過去の報告では，B. robustusの標本はほとんど

が底曳網によって採集され（n�133, 75–640 mm

SL），中–漸深層から採集されたのはわずか2個体
（138–413 mm SL）のみであった（Nielsen and Mer-

rett, 2000; Yeh et al., 2005; Mincarone et al., 2008）．
本研究においても，琉球海溝産の 1標本（341.9

mm SL）はビームトロールによって採集された．
一方，駿河湾産の 1標本（ 84.1 mm SL）は，
IKMTによる海底からの傾斜曳きによって採集さ
れたものであるが，その胃内容物にはおもに海底
付近に生息する甲殻類（村野, 1979；千原・村野,

1997；石川, 2008）が含まれていた．これらのこと
から，本種はおもに海底付近に生息していると考
えられる．
従来，B. robustusの分布の北限は，西部大西洋

ではアメリカ合衆国ノースカロライナ州の東方沖
（33°46.9�N, 75°50.9�W），インド・太平洋では台湾
の南東沖（ 22°15.8�N, 121°04.6�E）であった
（Nielsen and Merrett, 2000; Yeh et al., 2005）．本研
究の標本はインド・太平洋の中緯度海域からの初
めての報告であり，駿河湾（34°41.9�N, 138°38.0�E）
は本種の分布の北限となる．

Bassozetus robustusにはこれまで標準和名が与え
られていなかったので，本研究で観察した日本産
の標本（MSM-10-445）にもとづき，新称イシフ
クメンイタチウオを提唱する．これは，本種がフ
クメンイタチウオ属の他種に比べやや大きい扁平
石をもつことに由来する．
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