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1928～2011 年に日本で確認された深海魚出現報告
織原 義明 1) *・野田 洋一 2)・鴨川 仁 3)

Reports on Deep-sea Fish Appearances Around Japan During 1928-2011
Yoshiaki Orihara1) *, Yoichi Noda2), and Masashi Kamogawa3)

Abstract
Seldom-seen deep-sea fish has been washed up, caught in the fishing nets as a bycatch, and
sighting, which has often led to a topic for newspapers, in particular, local newspapers. On the other
hand, deep-sea fish appearance was believed to occur before an impending large earthquake (EQ).
However, a scientific investigation of the statistical relationship between deep-sea fish appearance
reports and large EQ occurrences has not been conducted, probably because the summarized reports
of deep-sea fish appearance, i.e., the catalogue of the appearance, have been never investigated. In
this study, we surveyed the articles concerning deep-sea fish appearance reports from the newspapers
in Japan, and the reports of academic papers and marine museums. The survey period was from
November 26, 1928, to March 11, 2011 (the M9.0 Tohoku EQ), which includes the periods of the
earthquake catalogue reported by Japan Meteorological Agency (JMA). Note that the catalogue of the
appearance only consisted of unvague events for the date. The total number of the appearance was 392.
Note that although this total number might not be the actual number of deep-sea fish appearances in
Japan, the number could be used to verify large EQ occurrences after the deep-sea fish appearances.
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滅多に姿をみせない深海魚が浜に打ち上がった
り漁の網にかかったりすると，珍しい出来事とし
て地方紙や全国紙の地方面で取り上げられること
がある．こうした深海魚の打ち上げや漁の網にか

る．出現場所は都道府県別で示し，さらに分かる範
囲でより詳細な場所を記載している．深海魚の種
類は古くから地震の前兆との言い伝えがあるリュ
ウグウノツカイやサケガシラなどと，珍しいとい
うことで新聞記事や水族館のホームページに紹介
された深海魚である．なお，食用として漁がされる
アンコウやハタハタなどの記事は含まれていない．
また，出現時の状況は，英語表記では washed up，

かる混獲，海岸近くでの目撃情報など（以後，これ
らを総称して深海魚出現報告とする）は，吉兆また
は凶兆とする言い伝えが全国各地にある．その言
い伝えの出処や地域分布などは不明であるが，大

catch，bycatch，sighting の４パターンに分け，疑
問詞のない表記とした．なお，catch は釣りや海岸
近くで漂うところを網ですくうなどの行為で，
bycatch は沿岸での漁で網に混ざっている混獲で

地震発生の前触れとする言い伝えも多数ある．そ
のようなことから，インターネット上では深海魚
出現を地震と結びつけるサイトや，逆に深海魚出
現は地震とは無関係とするサイトが多数存在する．
しかし，これら両者の関連性を科学的に検証した
ケースはほとんどない．その理由としては，深海魚
出現報告が全国に散在しているため，その総数が
わからないことが挙げられる．本研究では深海魚

ある．

魚種の数は全部で 45 種となった．そのうちサケ
ガシラが 187 イベントと最も多く，次いでリュウ
グウノツカイの 101 イベントとなった．一方，1 度

出現報告と地震との関連性を探る研究に資するた
めに，地方紙や全国紙の地方版を中心に，過去の学

だけの出現報告は 30 種となった（Table 2）．次に，
年ごとの出現日数をグラフにすると Fig. 1 のよう

術文献や水族館が保有する情報も収集し，深海魚
出現報告カタログを作成した．

になる．特に期間の前半は数が少ないが，これは深
海魚出現報告の情報そのものが少ないことが影響

緒

言

出現報告の分析

しているのかもしれない．また，月ごとに出現日数
を数えると Fig. 2 のようになり，冬から春に多く

深海魚出現報告カタログ
気象庁一元化震源データがある 1923 年 1 月 1 日
以降となる 1928 年 11 月 26 日から東北地方太平
洋沖地震が発生した 2011 年 3 月 11 日までの計
30,056 日間の深海魚出現リストを Table 1 に示す．
なお，表記に関しては英文と和文の両方を併記し
た．このリストには深海魚出現日が明確なものの
みが掲載されている．また，同日に同じ場所で同種
の深海魚が同じ状況で出現した場合でも，魚種が
異なる場合や別々のイベントだったと考えられる
ものはそれぞれ分けて記載している．例えば，1961
年 3 月 18 日の欄には新潟県佐渡弾崎沖のサケガシ
ラ混獲情報が 2 件あるが，頭数がそれぞれ 2 と 1
であることからも別のイベントだったということ
がわかる．このようなイベント（出現報告）の総数
は 392 となった．ただし，同日に複数イベントが
重なる場合があるため，日数としては 363 日とな

夏場に少ないことがわかる．Fig. 3 は出現場所を都
道府県別にイベント数で示したもので，新潟県が
圧倒的に多く東北地方の太平洋側が極端に少ない
ことがわかる．新潟県が非常に多い理由は実際に
多いこと以外に，本間他（2011）など学術調査がな
されていることも影響していると考えられる．一
方，東北地方では青森県の 2 はいずれも陸奥湾の
ため，純粋に太平洋側となるのは岩手県の 1 のみ
である．その理由としては実際に少ないこと以外
に，新聞記事などとして取り上げられにくい背景
があるのかもしれないが，現時点では不明である．
新聞記事において地震前兆に言及していたもの
は 40 イベントあった．魚種ではリュウグウノツカ
イが 23 と最も多く，次いでサケガシラ 7，テンガ
イハタかサケガシラ 3，テンガイハタ 2，タナベシ
ャチブリ，シャチブリ，フリソデウオ，ユキフリソ
デウオ，テングノタチがそれぞれ 1 であった．

Table 1 Catalogue of deep-sea fish appearance reports around Japan, from November 26, 1928 to March 11, 2011
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Table 2 The number of each deep-sea fish species
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Table 2 Continued
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Fig. 1 The annual number of days of deep-sea fish appearance reports.

Fig. 2 The monthly number of days of deep-sea fish appearance reports.
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Fig. 3 The number of days of deep-sea fish appearance reports in the prefecture of Japan.

ているかの検証（全ての大地震数に対する深海魚
出現を伴った大地震数の割合）はできなくとも，深

まとめ
本研究では，日本全国に散在する情報を収集し
て深海魚出現報告カタログを作成した．ただし，出
現日が明らかな報告のみである．本研究で収集さ
れた報告のなかには出現日が明らかでない情報が
70 程度あることからもわかるように，本カタログ
の情報が深海魚出現の真の全数ではない．しかし，
本カタログを用いて大地震の前に深海魚が出現し

海魚が出現した後に大地震が実際に発生していた
かの検証（全ての深海魚出現報告に対する大地震
発生を伴った出現報告数の割合）は可能であろう．

謝
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深海魚出現情報に関しては，㈱海の中道海洋生
態科学館の槙野宏保様からリュウグウノツカイに
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