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Abstract   A specimen of Mola sp. A (Ushi-manbo sensu Yamanoue et al., 2010), captured 
by set net off Uozu, Toyama Prefecture (36˚48'N, 137˚22'E), Japan on 16th January 2017, 
represents the second record of the species from the Sea of Japan and first record from 
Toyama Prefecture. Several examples of the caligid parasite Lepeophtheirus sp. (Crustacea: 
Copepoda) were found on the head of the specimen. Sea surface temperature (SST) on the 
collection day was 13–14 ̊ C, SSTs associated with the occurrence of Mola sp. A specimens 
in the Sea of Japan being lower than those in the Pacific.
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ウシマンボウ［山野上ほか（2010）の Mola sp. 
A］は，フグ目マンボウ科に属し，日本近

海では全長約 2 m以上の巨大な個体のみが 26個
体確認されている（例えば，山野上ほか，2010；
澤井・山野上，2016a, b）．ウシマンボウはその巨
体ゆえに漁獲現場で直ちに解体されることが多く，
国内では剥製以外で全身標本を保存している施設
はない（澤井・山野上，2016a, b）．また，本種の
生物学的情報を集めにくい大きな要因として，近
年までマンボウ［山野上ほか（2010）の Mola sp. B］
と混同されていたことがあげられる．しかし，こ
れらマンボウ属 2種の形態的差異（頭部の隆起の
有無など）が認知・普及されるにつれ，国内の分
布に関してはインターネットやニュースなどを通
じて徐々に漁獲などの情報が集積され始めた（澤
井ほか，2014, 2015；澤井・山野上，2016a, b）．
ウシマンボウは太平洋側では，1969年以降に散

発的に漁獲されており，その漁獲場所は北海道か
ら沖縄まで広い海域に及んでいる（例えば，澤井・
山野上，2016a, b）．しかしながら，日本海側では
2012年 2月 9日に石川県能登町沖の定置網で漁
獲された全長 235 cmの 1個体しか出現記録がな
い（石川県水産総合センター，2012；澤井・山野
上，2016b）．今回，日本海から 2例目かつ富山県
から初めてとなるウシマンボウの 1個体が得られ，
本種の日本周辺における分布や回遊を考える上で
貴重な情報になると考えられたため，ここに報告
する．

材 料 と 方 法

本個体は 2017年 1月 16日に富山県魚津市三ケ
地先（36˚48'N, 137˚22'E）に設置された定置網によっ
て漁獲され，魚津地方卸売市場まで運ばれたのち
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に解体された．計測方法は澤井（2016）に従い，
計測および外部形態の観察は解体前に魚津水族館
職員によって行われた．体重の測定は市場に設置
されていた計量器では困難であったため，行って
いない．
漁獲日の表面水温は海上保安庁海洋情報部

（2017）が公表した当日の表面水温水平分布図（観
測期間は漁獲日までの 1週間）から漁獲地周辺の
表面水温を読み取った．また参照として，石川県
水産総合センター（2012）が報告したウシマンボ
ウの漁獲日の表面水温も同様の方法で海上保安庁
海洋情報部（2012）から読み取った．

結 果 と 考 察

本個体は全長 222 cm，全高 294 cmであった．
本個体はマンボウ科の種同定（波戸岡・萩原，
2013；澤井・山野上，2016b）に従い，頭部が顕
著に隆起すること（Fig. 1A），舵鰭縁辺部が顕著
に波打たないこと（Fig. 1A），真上から線状に見
える長方形の鱗をもつこと（Fig. 1Bの鱗の拡大図）
からウシマンボウと同定された． 
本個体はウシマンボウの富山県からの初記録で

あり，出現場所や出現時期は石川県の個体（2月）
と近い（石川県水産総合センター，2012）．これ
まで冬期前後に太平洋側で記録されたウシマンボ
ウは，神奈川県（12月）と大分県（3月）の 2例
のみであった（澤井ほか，2015；澤井・山野上，
2016a）．石川県の漁業者は過去にも数例ウシマン
ボウが漁獲されているのを目撃していることを考
えると（石川県水産総合センター，2012），ウシ
マンボウは太平洋側だけでなく日本海側にも分布
するものと考えられ，ウシマンボウはマンボウ同
様に日本近海に幅広く分布する可能性が示唆され
た．詳細な分布回遊様式は不明であるものの，太
平洋側のウシマンボウはおおまかに夏期に日本北
方海域へと北上し，冬期に日本南方海域へと南下
するものと推測されている（澤井・山野上，
2016a）．日本海側では 2個体が記録されたのみで
あり，日本海における季節的な南北移動について
は不明である．
水温に着目すると，本個体の採集時の表面水温

は 13–14˚Cで，石川県のウシマンボウでは 10–
11˚Cであった．太平洋側におけるウシマンボウ
の出現水温は 16–25˚Cであるのに対し（澤井ほか，
2011, 2014, 2015；澤井・山野上，2016a），日本海
で記録された 2個体の出現水温（10–14˚C）は著

しく低い．マンボウでは全長 2 m以上の大型個体
が小型個体より低い水温帯に出現する傾向が示唆
されており（澤井ほか，2011），体サイズごとに
分布の適水温を考える必要がある．一方，日本海
におけるマンボウ科魚類の出現は死滅回遊である
との説もあり（長沼，2000），日本海で記録され
たウシマンボウは出現可能な水温範囲の下限に近
かった可能性も考えられる．日本海沿岸は冬期に
おける南方系魚類の出現が古くから多数報告され，
黒潮から分枝した対馬暖流による輸送が一因とし
て考えられている（田城ほか，2017）．特に 2016
年から 2017年にかけての冬期は日本海沿岸で外

Fig. 1.　Mola sp. A from the Sea of Japan off Uozu, 
Toyama Prefecture, Japan (222 cm in total length, 294 
cm total body depth). A: whole body (photographed by 
Katsuyoshi Masuda). B: close-up of skin near eye. 
Solid arrows, diagnostic taxonomic characters (bumped 
head and round clavus). Open arrow, parasitic 
Lepeophtheirus sp. Square box (magnified), close-up 
of body scales (striated appearance).
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洋性や深海性の珍しい魚類の漂着が相次いだが，
対馬暖流自体は大きく蛇行したわけではなく，そ
の原因は不明である（読売新聞，2017）．ウシマ
ンボウの回遊と対馬暖流の関係を探るためにも，
さらなる出現情報の集積が必要である．
また，調査時に撮影した写真より，本個体の眼

の周辺に寄生性カイアシ類であるウオジラミ科の
1種 Lepeophtheirus sp.の寄生も多数確認された
（Fig. 1Bの白抜き矢印）．日本近海産のウシマン
ボウから Lepeophtheirus sp.が確認されたのは初め
てである．本属カイアシ類はマンボウ属魚類の体
表に寄生し，日本近海からノルドマンウオジラミ
Lepeophtheirus nordmanni（例えば，斎藤，2004；城戸
ほか，2016），台湾近海から Lepeophtheirus formosanus
（Ho and Lin, 2010）が知られている．写真からは
種の特定が困難なため，ウシマンボウにどちらの
種が寄生するのかは今後調査を行う必要がある．
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