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はじめに 

リュウグウノツカイ Regalecus russelii

はアカマンボウ目リュウグウノツカイ科に

属し，東太平洋，西太平洋，大西洋，南アフ

リカ，東インド洋から知られ，日本近海では

北海道から九州，沖縄諸島の沿岸に分布す

る（瀬能，2018）．体は著しく細長く，体長

は体高の 17～24倍であり，背鰭前部の６棘

は太く著しく延長し，さらに腹鰭は 1 条で

延長し途中に膜質の付属物が３か所以上あ

ることなどで特徴付けられる（林，2013）．

近年，日本海を中心に捕獲が相次いでおり，

富山湾（本報告では富山県の沿岸）では，

2009 年 12 月から 2019 年３月 31 日にかけ

て 26個体が捕獲されている（木村ら，2020）． 

今回は，2019年度に富山湾で新たに捕獲

されたリュウグウノツカイの記録を報告す

る． 

 

捕獲記録 

 富山湾において，2019年４月１日から

2020年３月 31日の期間に捕獲されたリュ

ウグウノツカイは計８個体であった（表

１）．それらの内の７個体は魚津水族館

（以下，当館と記す）に搬入して計測した

が，１個体は新湊漁業協同組合から情報の

みの提供を受けた．以下に各個体の記録を

記す．なお，個体番号は富山湾で捕獲され

た個体の通し番号で，過去に 26個体の報

告があるので(伊串・稲村，2010；木村

ら，2020)，本報告では個体番号 27～34と

なっている． 

 

個体番号 27 

 
発見年月日：2019年４月 13日 

発見場所：入善町下飯野海岸 

発見者：上田将徳，藤田あゆみ 

全長：4417㎜ 

状態：体後端部に欠損があり，その傷口は

塞がっている． 

備考：海岸打ち上げで，当館職員が現認時

には生きており背鰭を波打たせていたが，

当館に搬入した時には死亡していた． 

 

個体番号 28 
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捕獲年月日：2019年７月 18日 

捕獲場所：入善町吉原沖 

捕獲者：有限会社目合又大謀網 

捕獲方法：定置網 

全長：2629㎜  

状態：体後端部に欠損があり，その傷口は

塞がっている． 

 

個体番号 29 

 

発見年月日：2019年９月 27日 

発見場所：黒部市石田海岸 

発見者：高田隆広 

全長：2453㎜ 

状態：尾鰭は基部を残して先が欠損してい

るが，尾部はほぼ完全な状態（写真１）． 

備考：海岸打ち上げ． 

 

個体番号 30 

 

捕獲年月日：2019年 11月５日 

捕獲場所：高岡市伏木沖 

捕獲者：有限会社昭栄漁業 

捕獲方法：定置網 

全長：1788㎜ 

状態：体は中央部よりもやや後ろで欠損し

ており，その傷口は塞がっている． 

  

個体番号 31 

 

捕獲年月日：2019年 11月 25日 

捕獲場所：射水市海老江沖 

捕獲者：鷲北漁業部 

捕獲方法：定置網 

全長：2173㎜ 

状態：体後端部に欠損があり，その傷口は

塞がっている． 

備考：11月 25～27日に道の駅庄川で冷蔵

して展示されており，当館への搬入および

計測・撮影は 11月 27日に行った．  

 

個体番号 32 

 

発見年月日：2020年１月５日 

発見場所：魚津市経田中町 経田漁港内 

全長：3661㎜ 

状態：体後端部に欠損があり，その傷口は

塞がっている． 

備考：経田漁港内で漂流しているのを釣り
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人が発見した．当館職員の現認時にはわず

かに動いていたが，当館に搬入した時には

死亡していた． 

 

個体番号 33（写真なし） 

捕獲年月日：2020年１月７日 

捕獲場所：射水市海老江沖 

捕獲者：鷲北漁業部 

捕獲方法：定置網 

全長：約 1.5ｍ  

備考：新湊漁業協同組合からの情報提供．  

 

個体番号 34 

 

発見年月日：2020年１月 10日 

発見場所：入善町春日海岸 

発見者：大勢待春彦 

全長：2925㎜ 

状態：体後端部に欠損があり，その傷口は

塞がっている． 

備考：海岸打ち上げ．発見時にはわずかに

動いていたが，当館職員の現認時には死亡

していた． 

  

考察・まとめ 

今回報告した８個体を加えると，富山湾

において捕獲されたリュウグウノツカイは

2009年 12月から 2020年３月 31日までに

合計 34個体となった． 

これらの捕獲数を年度別でみると，2018

年度が 10個体と最も多く，2019年度は２

番目に多い８個体が捕獲された（図１）． 

また，捕獲された月をみると，2018年

度までは 11月から２月がほとんどで，中

でも２月が最も多く捕獲された（木村ら，

2020）．2019年度は８個体中の５個体が 11

月から２月に捕獲されたが，４月・７月・

９月にも各１個体が捕獲された．本種が４

月および９月に富山湾で捕獲されたのは初

めてである（図２）． 

2018 年度までの富山湾での本種の捕獲

状況は，定置網で捕獲が 22個体，海岸に

打ち上げられた個体が４個体であった（木

村ら，2020）．2019年度の捕獲状況は，定

置網で捕獲された個体が４個体，海岸に打

ち上げられた個体が３個体，漁港内を漂流

していた個体が１個体であった．漁港内で

発見された個体（個体番号 32）は初めて

である． 

次に，捕獲された個体の尾部についてで

あるが，瀬能（2018）はリュウグウノツカ

イの成魚の尾部は著しく切れやすく，僅か

な力をかけただけで簡単に切断するとして

いる．2018 年度までに当館に搬入した 26

個体のリュウグウノツカイについても，全

ての個体で尾部の一部あるいは大部分が欠

損していた（木村ら，2020）．しかし，

2019年９月 27日に尾部の欠損がなく尾鰭

も残っている個体（個体番号 29）が初め

て確認された（写真１）．この尾鰭の鰭条

数は４であり，森（1956）および林

（2013）の記載と一致した．しかし，尾鰭

の形状は森（1956）が図示しているものに

比べて明らかに短く，尾鰭の基底部を除き

先端部は欠損していた． 

リュウグウノツカイに関する情報は少な

く，今後も情報や各個体の詳細な計測デー

タを蓄積し，生態的および形態的観点から
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研究していきたい． 
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図１ 富山湾におけるリュウグウノツカイ 

の年度別捕獲個体数 

 

図２ 富山湾におけるリュウグウノツカイ 

の月別捕獲個体数 

 

 

写真１ 個体番号 29 の尾鰭    

10 ㎜
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表 1 2019 年度リュウグウノツカイ記録一覧 
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個体番号 捕獲日 確認場所 全長
27 2019.４.13 入善町下飯野　海岸打ち上げ 4417㎜
28 2019.７.18 入善町吉原沖　定置網 2629㎜
29 2019.９.27 黒部市石田　海岸打ち上げ 2453㎜
30 2019.11.５ 高岡市伏木沖　定置網 1788㎜
31 2019.11.25 射水市海老江沖　定置網 2173㎜
32 2020.１.５ 魚津市経田中町　経田漁港内 3661㎜
33 2020.１.７ 射水市海老江沖　定置網 約1.5ｍ
34 2020.１.10 入善町春日　海岸打ち上げ 2925㎜


