
アワセイソハゼ属 Sueviota Winterbottom and

Hoese, 1988は，インド・西太平洋の熱帯・
亜熱帯海域のサンゴ礁やカイメン群生地などに生
息するハゼ科の 1属である (Winterbottom and

Hoese, 1988)．本属には4種が知られ，そのうち日
本からはアワセイソハゼSuevota lachneri Winterbot-

tom and Hoese, 1988のみが記録されていた（明仁
ほか， 2000; Akihito et al., 2002）．鈴木・渋川
(2004: 156) は本属について「日本には少なくとも
2種が分布する」としたが，具体的な種名や根拠
は示されていない．

2006年 11月に鹿児島県奄美大島の浅海性魚類
調査において，日本初記録となるSueviota larsonae

Winterbottom and Hoese, 1988が1個体採集された．
本報告ではその形態的特徴を記載するとともに，
新標準和名を提唱する．
計測方法は，以下の点を除き，Winterbottom

(1984) とそれを若干改変したWinterbottom and

Hoese (1998) に従った．横列鱗数は3方法で計数
した（記載参照）．体高は臀鰭起点にて測定した．
腹鰭前方長は腹鰭棘基部–吻端間の距離を測定し
た．臀鰭前方長は臀鰭棘–吻端間の距離を測定し
た．胸鰭長および尾鰭長はそれぞれの最長軟条長
を測定した．腹鰭長は腹鰭棘基部–腹鰭後端間の
距離を測定した．鱗数や対鰭の鰭条数は左右両側
で計数した．該当部位の記載では左右の数値をス
ラッシュで分け，スラッシュの左側には体左側の
数値を，右側には体右側の数値を各々示した．測
定は顕微鏡下でデジタルキャリパーを用いて行い，
0.01 mm単位までの数値を求めた（ただし体長は
0.1 mm単位までの値を示す）．頭部感覚器官の観
察にはサイアニンブルーを用い，中軸骨格の特徴
の確認は軟エックス線写真を用いて行った．頭部
感覚管各開孔の名称および第1背鰭担鰭骨と神経
棘の関係式 (P-V) は明仁親王 (1984) に，頭部各孔
器列の名称はMiller (1986) にそれぞれ従った．体
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Abstract A single specimen of a gobiid fish, Sueviota larsonae Winterbottom
and Hoese, was collected from a small mass of sponge of the poecilosclerid subor-
der Microcionina, accidentally hooked by longline at a depth of 64 m in a sheltered
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from Japanese waters and the northernmost record for the species. A brief account
of the morphology of the Japanese specimen is provided with color photographs.
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色の記載に用いた色名は財団法人日本色彩研究
所・監 (2001) を参考にした．性別は泌尿生殖突起
の形状で判断した．観察標本は国立科学博物館
(NSMT)に保管されている．

Sueviota larsonae Winterbottom and Hoese, 1988: 13,

fig. 9 (original description; type locality: north of

Cobourg Peninsula, Northern Territory, Arafura

Sea, Australia).

NSMT-P 75656, 1個体，雄，16.6 mm

SL，鹿児島県大島郡（奄美大島）瀬戸内町篠川
湾，水深64 m，2006年11月20日，延縄にて混獲
されたカイメン類とともに採集（下記「分布およ
び生息環境」参照）．

本種は前鰓蓋管をもつことでアワセ
イソハゼに似るが，左右の腹鰭棘間に発達した膜
蓋があることや縦列鱗数が21–24であることで容
易に区別される（アワセイソハゼには膜蓋がなく，
縦列鱗数は25–26）．なお，アワセイソハゼ属魚類
で腹鰭に膜蓋をもつ種は，本種のみである．

背鰭鰭条数VI-I, 9；臀鰭鰭条数 I, 8；胸
鰭鰭条数 19/19；腹鰭鰭条数 I, 5/I, 5；縦列鱗数
24/23；横列鱗数 –1（臀鰭起点付近より背前方へ
第1背鰭基底までつづく1斜列の鱗数）7/8；横列
鱗数–2（臀鰭起点付近より背後方へ第2背鰭基底
までつづく1斜列の鱗数）7/8；横列鱗数–3（第2

背鰭起点付近より腹後方へ臀鰭基底までつづく1

斜列の鱗数）7/7；背鰭前方鱗数 0；尾柄周鱗数
12；脊椎骨数 10�16�26；第 1背鰭担鰭骨と神経
棘の関係 (P-V) 3/II II I I 0/9；第1血管棘前方に挿
入する臀鰭担鰭骨数2；上尾骨数1．
標準体長に対する体各部位の計測値の比率 (%)

は以下の通り．頭長32.5，吻長8.1，眼径9.6，両
眼間隔2.5，顎長14.8，体高21.3，体幅13.8，背
鰭前部長38.4，腹鰭前部長34.9，臀鰭前部長61.8，
尾柄長 22.8，尾柄高 15.6，第 1背鰭基底長 22.0，
第 2背鰭基底長 24.7，臀鰭基底長 19.6，胸鰭長
27.0，腹鰭長25.0，尾鰭長24.9．
頭部は側扁し，前鰓蓋後縁付近における頭幅は
同位置における頭高の84.0%．吻長は眼径より短
く，前者は後者の84.2%．両眼間は浅くくぼんで
おり，その幅は瞳径よりやや狭い．両顎前端はほ

ぼ等位．顎の後端は眼の中心下まで達する．下唇
腹縁は頤部で一時分断する．前鼻管は吻の前縁付
近にあり，短い単純な管状で，その先端に皮弁状
突起はない．後鼻孔は前鼻管基部より眼に近い場
所に位置し，前鼻管より短い管の先端に開孔する．
舌は口床から明瞭に遊離しており，その前縁は尖
る．鰓孔は比較的狭く，その腹前端は鰓蓋中央下
にまで達しない．鰓条膜は左右互いに癒合せず，
それぞれ狭部に付着する．第1鰓弓下肢の腹側1/3

は口腔内壁と膜を介してつながる．体は側扁する．
尾柄長は第2背鰭基底長よりわずかに短く（前者
は後者の92.2%），尾柄高は尾柄長の68.6%．第1

背鰭は第2背鰭と基部で接し，ごく低い鰭膜を介
して連続する．第 1背鰭第 1棘は糸状に伸長し，
その先端は鰭を倒すと尾柄部中央を通る垂線付近
にまで達する．第2背鰭は臀鰭よりやや高い．第2

背鰭と臀鰭の軟条はすべて分枝する．第2背鰭と
臀鰭の最後鰭条の先端は，鰭を倒した時，いずれ
も尾鰭基部のわずか前方にまで達する．尾鰭は頭
より短く，尾鰭長は頭長の76.5%．胸鰭は第12軟
条が最長で，その後端は第2背鰭第2軟条基部間
下にまで達する．胸鰭条は，上部の12鰭条および
下部の2鰭条が不分枝で，残りの鰭条は各々1回
分枝する．腹鰭は左右が結合して吸盤状となり，
膜蓋（左右の棘間をつなぐ膜）と左右の第5軟条
間の癒合膜がよく発達する．腹鰭条はすべて分枝
しており，第4軟条が最長．腹鰭膜蓋の後縁は円
滑で (Fig. 1, open arrow)，突出部や鋸歯縁がない．
腹鰭後端は，鰭を腹部に押しつけたとき肛門の直
後に達する．
体の鱗は概ね櫛鱗で，胸鰭基部直後および腹部
のもののみ円鱗．頭部，背鰭前方域，胸鰭基部，
腹鰭前方域および腹部中央付近は無鱗．
顎歯はすべて円錐形で，後方に向かってわずか
に湾曲する．上顎歯は前方で3列に並び，後方で
は1列となる．最外側列歯は内側列歯に比べ各歯
の間隔がひろく，極端に大型．下顎歯は前方で
3–4列に並び，後方では1列となる．最外側列歯
はそのすぐ内側の列の歯に比べ各歯の間隔がひろ
く，大型．下顎最内側歯列の歯は前方に向かうに
つれ大型化し，特に最前の歯（前鼻管基部を通る
垂線付近に位置する）は上下両顎歯中最大．鋤骨
および口蓋骨には歯がない．
頭部感覚器系の状態をFig. 1に示す．後眼肩胛
管はなく，前眼肩胛管と前鰓蓋管は互いに連続し
ない．前眼肩胛管は開孔B�, C(S), D(S), E，および
F�をもつ．前鰓蓋管は開孔N�およびO�をもつ．

116 渋川浩一ほか



頬の孔器配列は極めて退縮的．
生鮮時の体色は以下の通り (Fig. 2, top and mid-

dle)．頭部および体の地色はごく淡い黄みのピンク
で，特に体は透明感が強い．各スケールポケット
の後縁は濃い黄みのピンクで細く縁どられる．頭
部や体前背方の無鱗域には多数の微小な暗色色素
胞が密に入り，同様の色素胞は胸鰭基部にも散在
する．虹彩はうすく黄みがかった白色で，瞳を中
心として7個の黄みがかったオレンジの放射線状
模様が入る．眼の後方に黄みがかったオレンジの
楕円斑が2個あり，前のものは後ろのものよりも
長い．眼下にはやや不明瞭な黄みがかったオレン
ジの垂線が2本ある．頬や鰓蓋には不明瞭な小黄
色斑が散在する．前鼻管は下半分がオレンジ，上
半分が黒色に塗り分けられる．背鰭はほぼ透明で，
微小な白・黒・黄色素胞が密に入る．黄色素胞

は，第1背鰭では鰭膜の中央付近と外縁に，第2

背鰭では外縁付近に，特に多く見られる．第1背
鰭第1棘は白みが強く，6個の赤色点がほぼ等間隔
に並ぶ．第 2, 3, 4, 6棘条は基部付近がオレンジ．
第2背鰭の棘条，軟条には，各々2–4個の黄みが
かったオレンジの小点が並ぶ．尾鰭はほぼ透明で，
基部付近がピンクがかり，後方に向かうにつれ黄
みがかる．尾鰭の鰭条にはオレンジの小点が散在
し，外縁には細くごく不明瞭な透明域がある．腹
鰭はやや透明感あるピンクで，特に鰭条が濃く，
外縁に細い透明域がある．臀鰭には，白，ピンク，
黒色素胞が密に入り，外縁に細い透明域がある．
臀鰭の鰭条は明るい赤色で，先端に向かうにつれ
徐々に透明がかり，最後鰭条にのみ暗い赤色の小
点が散在する．

70%エチルアルコール保存下の体色は以下の通
り (Fig. 2, bottom)．頭部と体はほぼ一様な白色で，
多数の微小な黒色素胞が頭部や体前背方の無鱗域
に散在し密に入り，それより明瞭な黒色素胞がス
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Fig. 1. Ventral (top), lateral (middle) and dorsal
(bottom) views of the head of Sueviota larsonae
(NSMT-P 75656, 16.6 mm SL), showing cephalic sen-
sory canal pores (open circles with roman uppercase
letters, except for AN and PN) and papillae (dots with
italic lowercase letters). AN and PN, anterior and pos-
terior nares, respectively. Open and solid arrows show
pelvic-fin frenum and attachment position of gill
membrane to isthmus, respectively.

Fig. 2. Freshly collected (top and middle) and 70%
ethanol-preserved (bottom) specimen conditions of
Sueviota larsonae, NSMT-P 75656, male, 16.6 mm
SL, Shinokawa Bay, Amami-oshima Island, Ryukyu
Islands, Japan.



ケールポケットの外縁付近に散在する．前鼻管の
外側半分は黒い．背鰭，臀鰭および尾鰭には微小
な黒色素胞が密に入り，第 1背鰭第 1棘条に 6個
の小黒点がほぼ間隔に並ぶほかは，明瞭な模様を
形成しない．胸鰭と腹鰭はほぼ透明．

本種はこれまでオースト
ラリア西部–北部および南シナ海から記録されて
いる (Winterbottom and Hoese, 1988)．
今回の観察個体は，水深64 mの海底に仕掛けら
れた延縄に偶然ひっかかってきたカイメン類（多
骨海綿目Microcionina亜目）の塊内から飛び出し
てきたところを捕獲したものである．他地域から
これまでに知られている本種の標本もまた，カイ
メン類等の無脊椎動物に被われた水深40–82 mの
海底から，ドレッジや底曳網により採集されてい
る (Winterbottom and Hoese, 1988)．

アワセイソハゼ属はPezold (1993) が定義
したハゼ亜科Gobiinaeの1属である．本属魚類は
いずれも小型（標準体長22 mm以下）で，頭部や
背鰭前方域，胸鰭基部が無鱗であること，頭部感
覚管の後眼肩胛管がないこと，前鰓蓋管はないか，
ある場合でもそこに開孔が2個しかないこと，頭
部の孔器列が退縮的であること，舌の先端が鈍く
尖ること，鰓孔は比較的せまく，その前腹端が前
鰓蓋後縁下にまで達しないこと，体後部の皮下に
横帯状の色素帯があることなど，多くの特徴にお
いて同亜科のイソハゼ属Eviota魚類に酷似する．
しかしアワセイソハゼ属の腹鰭第5軟条は分枝し
ており（vs. イソハゼ属魚類ではその鰭条がないか，
ある場合でも不分枝），ふつう左右の腹鰭が発達
した癒合膜を介して結合する（vs. 癒合膜は退縮的
で，腹鰭が左右に分かれたようにみえる）(Winter-

bottom and Hoese, 1988)．
今回観察した標本は，いずれの形質においても

Winterbottom and Hoese (1988) によるSueviota lar-

sonaeの原記載や図に一致した．アワセイソハゼ属
には4種が知られるが，上記の通り，本種は腹鰭
に膜蓋をもつことで同属他種と容易に識別される．
鈴木・渋川 (2004) は本邦水域で撮影されたアワ
セイソハゼ属魚類の水中画像を5タイプ（アワセ
イソハゼ属の1種–1から5）に分けたが，「本属魚
類を画像のみで種まで同定することは現在のとこ
ろ非常に困難である」とし，そのいずれにも和名
や学名（種小名）を付さなかった．生鮮時の体色
や背鰭の伸長具合などから判断すると，これら5

タイプにSueviota larsonaeと同定される種が含まれ
る可能性は少ないと思われる．ただし，本属魚類

はこれまで感覚管や腹鰭膜蓋の有無，背鰭軟条数，
縦列鱗数，前鼻管の色や長さの差異をもとに種
が識別されてきており (Winterbottom and Hoese,

1988)，体色の情報が種同定にどれだけ有用である
かについて十分に検討されているとは言いがたい．
本属魚類の種多様性をより正確に把握するために
は，今後，生時や鮮時のカラー画像を伴った多数
の標本について，分子解析を含む様々な角度から
の検討が行われることが望ましい．なお，本種
Sueviota larsonaeの生鮮時の画像が報告されるの
は，今回が初めてである．
本種は日本初記録種であり，今回の観察標本が
得られた奄美大島が分布北限となる．本種にはこ
れまで和名が与えられていなかったため，今回の
観察標本 (NSMT-P 75656) に基づき，発達した膜
蓋によって棘条間においても左右つながる（合わ
さる）腹鰭にちなむ新標準和名「トゲアワセイソ
ハゼ」を提唱する．

標本の採集にご協力いただいた横山貞夫氏（鹿
児島県大島郡）および高田陽子氏（国立科学博物
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弓氏（東京大学）に深謝する．本研究の一部は文
部科学省科学研究費補助金基盤研究A（課題番号
19208019）および基盤研究C（課題番号18570098）
によって行われた．
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