
ゴ マハゼ属は，インド・西太平洋の温帯から
熱帯の汽水域に生息する小型のハゼ科魚類

である（鈴木ほか，2004）．従来，日本にはゴマ
ハゼPandaka lidwilli（McCulloch, 1917）とミツボ
シゴマハゼPandaka trimaculata Akihito and Meguro,

1975の2種が分布するとされ，尾部腹面に4つの
黒色斑を持つものはゴマハゼ，3つの黒色斑を持
つものはミツボシゴマハゼと同定されてきた（明
仁ほか，2000）．しかし，Mukai et al.（2004）は，
和歌山県から西表島に至る日本各地のゴマハゼ属
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Abstract The morphology of the miniature gobies Pandaka trimaculata and P.
lidwilli on Okinawa Island was described and their habitats were investigated. Post-
flexion larvae, juveniles and adults of the two species could usually be identified
by body depth, in addition to the pigment pattern on the first dorsal fin of adults
and juveniles, formerly the only known distinguishing characteristics. Postflexion
larvae could also be identified by the arrangement of ventral melanophores on the
tail. Postflexion larvae of the two species (6–7 mm in standard length�SL), col-
lected by small seine net from the Teima Stream estuary at high tide and the surf
zone of a beach near the estuary, from April to November, 1999, had almost full
fin ray complements, there being no earlier stage larvae present. The occurrence of
the two Pandaka species was investigated at 21 sampling stations along the Teima
Stream from February to March and in July, 2006. Fishes at various developmental
stages (6–14 mm SL), from postflexion larvae to adults, were collected from sta-
tions set in shallow shores, and in small creeks and tide pools within the estuary.
Therefore, it is suggested that the larvae arrived at the beach and estuary after
spending most of their larval stages at sea, subsequently settling into adult habitats
in the estuary where they became pigmented and completed their adult transforma-
tion. Pandaka trimaculata occurred in various habitats, being broadly distributed
from the middle to upper reaches of the estuary. By contrast, P. lidwilli was re-
stricted to stations in the middle reaches of the estuary, the preferred habitat always
consisting of soft muddy substrate close to mangroves.
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のmtDNAの部分塩基配列に基づく系統解析を行
い，それまで2種とされてきた日本産ゴマハゼ属魚
類が遺伝的に大きく3群に分けられることを示し
た．これら3群は，屋久島以北の南日本に分布す
るゴマハゼPandaka sp.，奄美大島以南の琉球列島
およびフィリピンに分布するミツボシゴマハゼ
Pandaka trimaculata，そして沖縄島から八重山諸
島，オーストラリアに至る西部太平洋地域に分布
するマングローブゴマハゼPandaka lidwilliの3種と
して暫定的に整理されている（向井・鈴木，2005）．
これらは，尾部腹面の黒色斑の数では識別できず
（Mukai et al., 2004），第1背鰭の色斑により識別可
能とされる（向井・鈴木，2005）．
琉球列島の河川汽水域には種多様性が高い豊か
な魚類相が存在する（Sakai et al., 2001；前田・立
原，2006）が，環境の改変などにより種多様性の
低下が危惧されている．マングローブゴマハゼは，
環境省が2007年に公表した汽水・淡水魚類のレッ
ドリスト（環境省，2007）において絶滅危惧 IB類
として新たにリストアップされ，絶滅のおそれが
指摘されている．ミツボシゴマハゼとマングロー
ブゴマハゼの識別点は成魚についてしか明らかに
されていないが，生活史を通して正確に同定し，
分布や生息環境，生活史に関する知見を蓄積する
ことが必要とされる．本研究では，沖縄島で採集
されたミツボシゴマハゼとマングローブゴマハゼの
仔稚魚および成魚の形態を記載し，識別点を示し
た上で，両種の生息環境を明らかにした．

材 料 と 方 法

沖縄島北部東海岸の大浦湾に面した瀬嵩海岸と
その約1 km東に注ぐ汀間川で，小型曳網を用いた
採集を行った（Fig. 1）．瀬嵩海岸は東西約 500 m

の砂浜で，中央に流程1.5 kmの瀬嵩川が流入する．
曳網時に海水濃度屈折計（株式会社アタゴ製，
S/Mill-E）を用いて測定した瀬嵩海岸の曳網地点
の塩分は26–35 ppt（通常は33 ppt以上）であった．
汀間川は流程6.7 km，流域面積約13 km2の小河川
で，河口から約2 km上流に及ぶ汽水域を有する．
汀間川では，満潮時に河口と汽水域中流部の2ヵ
所（Fig. 1）で曳網した．河口の曳網地点は砂底
で，満潮時の塩分は表層，底層とも30 ppt以上で
あることが多く，干潮時にも底層ではおおむね20

ppt以上を保つ（Maeda and Tachihara, 2004）．汽水
域中流部の曳網地点は河口から約 1 km上流にあ
り，川岸にはメヒルギKandelia candelとオヒルギ
Bruguiera gymnorrhizaがマングローブ群落を形成

する．砂礫または泥底で，周辺の一部に岩が点在
する．表層の塩分は満潮時，干潮時とも10 ppt前
後であるが，底層は干潮時にも20 ppt以上を維持
することが多い（Maeda and Tachihara, 2004）．
採集に用いた小型曳網は，目合0.8 mm，幅350

cm，高さ 80 cmで，中央に直径 70 cm，長さ 100

cmの袋網が取り付けられている（以下，小型曳網
Aタイプ）．この網の両端に取り付けられた棒を2

人で1本ずつ持ち，水深60–100 cmの水中を岸と
平行に曳網した．瀬嵩海岸と汀間川河口では1999

年1–12月，汀間川汽水域中流部では1999年2–12

月に，各月1–3回，すべて夜間に曳網した．曳網
距離は，瀬嵩海岸では毎回100–250 m，合計4,850

m，汀間川河口では毎回90 m，合計2,160 m，汽
水域中流部では毎回80 m，合計1,680 mであった．
曳網後，直ちに採集物を10%ホルマリンで固定

し，これを研究室に持ち帰った．これらからゴマハ
ゼ属を取り出し，種の同定後，発育段階ごとに計
数し，実体顕微鏡下でノギスを用いて標準体長
（以下SL）を0.1 mmの精度で計測した．発育段階
については，原則として Leis and Carson-Ewart

（2000）に従い，仔魚（larva），稚魚（juvenile），成
魚（adult）に区分した．本研究では，黒色素胞が
少ない透明な体を浮遊期に特有の形質とみなし，
躯幹部または尾部の体側に黒色素胞を欠く個体を
仔魚とした．鱗数に関しては，成熟個体であって
も一部の鱗が欠如している場合があったため，区
分の基準とはしなかった．また，成熟の有無を確認
していない場合は，稚魚と成魚を区別せず扱った．

1999年6月および2005年5月から2006年4月に
汀間川汽水域で採集し，5–10%ホルマリンで固定
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Fig. 1. Map showing sampling sites (dotted lines) at
Sedake Beach and Teima Stream estuary, Okinawa Is-
land. Asterisk indicates location of Oh-ura Bay.



したミツボシゴマハゼ50個体（6.1–14.1 mm SL），
マングローブゴマハゼ46個体（6.1–14.2 mm SL）
の形態を実体顕微鏡下で観察し，記載した．これ
らの標準体長，背鰭前長，肛門前長，頭長，眼
径，体高，尾柄高，尾柄長，体幅をノギスを用い
0.1 mmの精度で計測した．計測方法，部位の名称，
鰭条数と鱗数の計数方法については原則として益
田ほか（1984）に従ったが，体高についてはLeis

and Carson-Ewart（2000）に従って胸鰭基部を通
る位置で計測し，体幅については胸鰭基部より後
方の躯幹部における最大幅を計測した．色素胞に
ついては保存後の黒色素胞のみ記載した．両種そ
れぞれ仔魚3個体と成魚1個体の標本を実体顕微
鏡下でスケッチした．記載に用いた標本は，70%

エチルアルコールに移され，琉球大学理学部海洋
自然科学科魚類標本として登録，保管されている
（標本番号URM-P 45001–45008，45637–45646）．
汀間川でゴマハゼ属 2種の分布状況を調べた．

本河川では，汽水域のみでゴマハゼ属の分布が確
認されているため（前田・立原，2006），汽水域
を中心に21定点を設け，下流から順にSt. 1から
21とした．St. 21は常時淡水であったが，大潮の
満潮時には水位が上昇した．他の定点では，少な
くとも大潮の満潮時に1 ppt以上の塩分が観測され
る（Maeda and Tachihara, 2004）．汽水域の下流部
には，干潮時に植生や岩，構造物，タイドプール
などがほとんどない広大な砂質の干潟が出現し，
Sts. 1–3, 5はそこに接する本流の岸近くであった．
汽水域中流から上流部の川岸にはメヒルギとオヒ
ルギがマングローブ群落を形成し，Sts. 4, 6, 18は
それに接する本流の岸近く，Sts. 7, 8は両岸にマン
グローブをともなう細支流，Sts. 9–11, 13–15, 17は
マングローブから5–20 mほど離れた干潮時の本流
の岸近くに位置した．Sts. 12, 16は干潮時に本流か
ら切り離されたタイドプール，Sts. 19–21は感潮域
最上流部の本流の平瀬または浅い淵であった．

2006年2，3月（2月18，19日，St. 8のみ3月11

日）と7月（7月11，12日）のそれぞれ昼間の干
潮時に，広い水面を有する本流の定点（Sts. 1–6,

9–11, 13–15, 17–19, 21）では目合 1.0 mm，幅 350

cm，高さ80 cm，袋網の直径70 cm，長さ100 cm

で，底辺に錘を多数付けた小型曳網（以下，小型
曳網Bタイプ）を約10 m曳き，小型曳網Bタイプ
の曳網が困難であったタイドプールや細流の定点
（Sts. 7, 8, 12, 16）では目合1.4 mmのたも網を用い
てゴマハゼ属を無作為に採集した．St. 20では，2

月にはたも網，7月には小型曳網Bタイプを用い

た．採集されたゴマハゼ属をすべて10%ホルマリ
ンで固定して研究室に持ち帰り，それらの種を同
定し，標準体長を計測した．ただし，2月のSt. 18

ではゴマハゼ属が多数採集されたため，無作為に
抽出した一部の個体のみを固定した．

2006年3月に，山中式土壌硬度計（株式会社藤
原製作所製）を用いて各定点 10ヵ所の底質硬度
を測定し，定点ごとに平均した．同時に底質の粒
径を測定した．各定点の代表的な底質を上から撮
影し，400 cm2の表面積に占める長径 10 mm以上
の石の割合を算出した．また，その底質の一部を
採取し，十分に乾燥させた後，長径10 mm以上の
礫や植物片などを取り除いた上で，0.063 mm,

0.125 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1 mmおよび2 mmのふ
るい（株式会社東京スクリーン製）を用いて分別
し，粒径ごとの乾燥重量比を算出した．乾燥重量
比算出に用いた底質の乾燥重量は，1定点あたり
29–133 gであった．

2006年3，7月の大潮の満潮時に，両種がそれ
ぞれ多数採集されたSt. 7とSts. 16–18周辺で，ス
ノーケリングにより両種の生息状況を観察した．

結　　　　　果

種の同定 本研究で記載に用いた96個体は，第
2背鰭と臀鰭が棘を欠き，総鰭条数がどちらも7以
下であることにより，ゴマハゼ属と同定された．
これは日本産ハゼ科魚類の中で本属に特有の形質
である（明仁ほか，2000）．沖縄島には2種が分布
し，第1背鰭の黒色斑が台形で，その下縁が第4–

5棘基部の後方に達するものがミツボシゴマハゼ，
同黒色斑が細長い平行四辺形で，その下縁が第3

棘基部のわずか後方に達するものがマングローブ
ゴマハゼと同定される（向井・鈴木，2005）．稚
魚および成魚（6.9–14.2 mm SL, 57個体）はすべて
この第 1背鰭の黒色斑の形状により同定された．
7.5 mm SL未満のミツボシゴマハゼの稚魚には，第
1背鰭先端部の黒色素胞が濃く，黒色斑が台形で
ない個体があったが，基部における黒色斑の形状
は向井・鈴木（2005）の記載と一致した．また，
9.4 mm SL以上のマングローブゴマハゼでは黒色斑
の下縁が第 4棘の基部に達することが多く，向
井・鈴木（2005）の記載とは若干異なったが，第
4棘より後方へ広く拡大するミツボシゴマハゼとは
明瞭に区別された．
仔魚（6.1–7.6 mm SL, 39個体）は尾柄腹面の黒
色素胞のパタンによって以下の2タイプに分けられ
た：タイプ1 臀鰭基底後方の腹面正中線上に顕
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著な黒色斑を有し，その後方に黒色斑を持たない
か，持つ場合でも1個である（Figs. 2, 3A）；タイ
プ2 臀鰭基底後方の黒色斑が小さく，その後方
に通常複数の黒色斑を有する（Figs. 4, 5A）．タイ
プ 1 のうち黒色素胞の発現が進んだ 5 個体
（6.2–6.9 mm SL）は第1背鰭にミツボシゴマハゼの
稚魚と同様の黒色斑を持ち（Fig. 3A），タイプ2の
うち黒色素胞の発現が進んだ5個体（6.3–7.0 mm

SL）は第1背鰭にマングローブゴマハゼの稚魚と
同様の黒色斑を持っていた（Fig. 5A）ことから，
タイプ1をミツボシゴマハゼ，タイプ2をマング
ローブゴマハゼと同定した．
両種は，第1背鰭の黒色斑の形状と尾柄腹面の
黒色素胞のパタンにくわえ，おもに以下の点に違

いが見られた．マングローブゴマハゼの稚魚およ
び成魚は尾部腹面に常に 4個の黒色斑を有した
（Fig. 5B）が，ミツボシゴマハゼには黒色斑数が3

の個体と4の個体（Fig. 3B），さらにその中間的な
個体が含まれた．また，9.5 mm SL以上のミツボシ
ゴマハゼは，腹鰭第1軟条基底部周辺に黒色素胞
を有し（Fig. 3B），さらに雄では膜蓋に密な黒色
素胞を有したが，マングローブゴマハゼは雌雄と
も腹鰭および腹鰭基部周辺に黒色素胞を持たな
かった（Fig. 5B）．ミツボシゴマハゼはマングロー
ブゴマハゼより体高が高く，ミツボシゴマハゼの仔
魚の体高は標準体長の22.2–25.5%（以下，% SL），
稚魚および成魚の体高は 24.3–29.1% SL；マング
ローブゴマハゼの仔魚の体高は20.3–22.6% SL，稚
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Fig. 2. Pandaka trimaculata larvae (a, lateral view; b, ventral view). A, larva collected from middle
of Teima Stream estuary, 5 June, 1999 (URM-P 45001, 7.1 mm SL). B, larva collected from middle of
Teima Stream estuary, 28 June, 1999 (URM-P 45002, 6.1 mm SL).



魚および成魚の体高は 21.4–24.1% SLであった
（Fig. 6）．

形 態 の 記 載

ミツボシゴマハゼPandaka trimaculata
（Figs. 2, 3）

形態 仔魚（6.1–7.1 mm SL, 22個体）の頭部お

よび体は側扁する（体幅11–18% SL）．稚魚および
成魚（6.9–14.1 mm SL, 28個体）では頭部と躯幹
部が円筒形になる（体幅16–26% SL, Fig. 6）．体高
は，仔魚では22–26% SL，稚魚および成魚では少
し大きくなる（24–29% SL, Fig. 6）．頭長は，仔魚
では32–38% SL，稚魚および成魚ではやや小さく
なる（27–37% SL, Fig. 6）．眼径は，仔魚では
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Fig. 3. Larva and adult of Pandaka trimaculata (a, lateral view; b, ventral view). A, larva collected
from upper Teima Stream estuary, 3 October, 2005 (URM-P 45003, 6.4 mm SL). B, adult collected
from upper Teima Stream estuary, 8 August, 2005 (URM-P 45004, 11.1 mm SL). Scales not drawn.



9–12% SL，稚魚期に一旦大きくなり（9.0 mm SL

未満の稚魚では12–13% SL），その後やや縮小する
（10–12% SL, Fig. 6）．背鰭前長は，仔魚では 41–

45% SL，成長にともなってやや小さくなる（8.4

mm SL以上の稚魚および成魚では40–43% SL, Fig.

6）．肛門前長は，仔魚では55–59% SL，8.4–11.1

mm SLで一旦小さくなり（54–56% SL），その後大
きくなる（55–59% SL, Fig. 6）．尾柄長は27–32%

SLで，仔魚から成魚まで大きく変化しない（Fig.

6）．尾柄高は，仔魚では11–14% SL，稚魚および
成魚では少し大きくなる（13–16% SL, Fig. 6）．

6.2–7.3 mm SLで前鼻孔と後鼻孔が形成される
（Fig. 3A）．前鼻孔は成長にともない突出し，

7.3–7.9 mm SLで短い管状になる（ Fig. 3B）．
7.9–8.4 mm SLでやや丸みを帯びた三角形の生殖突
起が出現する．9.7 mm SLになると三角形の生殖
突起を持つ個体のほかに先端に凹みのある丸い生

殖突起を持つ個体が現れる．外部から成熟した卵
巣が観察された雌個体（11.3–14.1 mm SL）の生殖
突起はすべて先端に凹みのある丸い形であるため，
前者の多くは雄，後者は雌と推定された．
6.2–7.3 mm SLで尾部体側に鱗の原基が出現し，
6 . 9 – 7 . 3 m m S Lで櫛鱗が出現する．その後，
7.9–8.4 mm SLで第1背鰭起部・胸鰭基部後方・腹
鰭基部後方を結ぶ線より後ろの躯幹部と尾部の全
域が櫛鱗に覆われるようになる（生殖突起と鰭を
除く）．背鰭前方，胸鰭基部，頭部は鱗を欠く．
9.4 mm SL以上の個体の縦列鱗数は通常21，横列
鱗数は通常6である．
第1背鰭は通常6棘を有するが，6.1–6.6 mm SL

の仔魚の一部では第6棘が未形成．第2背鰭と臀
鰭は6軟条（2個体）または7軟条（48個体）を
有する．第2背鰭，臀鰭とも第1軟条は分枝しな
い．6.9–7.3 mm SLで第2–7軟条の先端が分枝を始
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Fig. 4. Pandaka lidwilli larvae (a, lateral view; b, ventral view). A, larva collected from middle of
Teima Stream estuary, 5 June, 1999 (URM-P 45005, 7.0 mm SL). B, larva collected from middle of
Teima Stream estuary, 27 June, 1999 (URM-P 45006, 6.1 mm SL).



める．尾鰭の分節軟条数は16（1個体）または17

（49個体）．6.9–7.3 mm SLで中央部の軟条の先端
が分枝を始め，7.5 mm SLで通常12分枝軟条とな
る．胸鰭軟条数は13（6個体），14（36個体），ま
たは15（8個体）で，軟条は分枝しない．左右の
腹鰭は癒合し，膜蓋を有し，吸盤状である．1棘5

軟条で，すべての軟条が分枝する．

黒色素胞 仔魚の体は白い．尾柄前半部の腹面
正中線上に樹枝状に拡大する顕著な黒色素胞を有
する．はじめはその前後に黒色素胞を持たない
（Fig. 2A）が，7.3 mm SLまでに臀鰭第4–6軟条基
底部周辺に1対の黒色素胞が発現する（Fig. 2B）．
その後，尾柄後半部と尾鰭基部腹側の腹面正中線
上にそれぞれ1個の黒色素胞（Fig. 3A）またはそ
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Fig. 5. Larva and adult of Pandaka lidwilli (a, lateral view; b, ventral view). A, larva collected from
middle of Teima Stream estuary, 5 October, 2005 (URM-P 45007, 6.3 mm SL). B, adult collected
from middle of Teima Stream estuary, 22 August, 2005 (URM-P 45008, 11.3 mm SL). Scales not
drawn.



れらが連続した形の黒色斑が発現し，尾部腹面に
3または4個の黒色斑が並ぶ形となる．6.1–6.8 mm

SLではこのうち尾柄前半部のものが顕著に大きい
（Figs. 2, 3A）が，6.9–7.3 mm SLで臀鰭基部の黒色
斑とほぼ同大となる（Fig. 3B）．

6.1–6.8 mm SLの個体は，腹鰭基部後端と肛門
の間の腹面正中線上に通常2個の黒色素胞を持ち，
峡部と腹鰭基部前方の腹面正中線上に各1個の黒
色素胞を持つ（Figs. 2, 3A）が，前者は 6.9–7.8

mm SL，後者は 6.9–9.7 mm SLで消失する（Fig.

3B）．7.1–7.8 mm SLで肛門前方のやや体側よりの
腹面に黒色斑が発現する（Fig. 3B）．頭部ははじ
め眼と峡部のみに黒色素胞を持ち，その後，7.3

mm SLまでに耳石周辺の体内部（Fig. 2A），下顎
隅角部（Fig. 2B），上唇，下唇，頤，吻，眼の下
方，頬，鰓蓋，頭部背面等に黒色素胞が発現する
（Fig. 3A）．
仔魚ははじめ鰾背面と肛門上の消化管背面に顕
著な黒色素胞を有する．6.9–7.3 mm SLで腹腔背面
全体が黒色素胞に覆われ，鰾は不明瞭となる．
6.2–7.3 mm SLで脊椎骨周辺の体内部に黒色素胞
が発現し（Fig. 3A），ほぼ同時に第1背鰭第2–4棘
基底部周辺，第2背鰭第3–5軟条基底部周辺，尾
鰭基部の中央部および背面，第1背鰭前方と尾柄
の背面，尾柄最後部体側に黒色素胞が発現する
（Fig. 3A）．その後，6.9–7.3 mm SLで躯幹部と尾
部の体側に黒色素胞の発現が始まり，7.1–7.9 mm

SLで第1背鰭下から尾柄にかけての体側に3–5個
の不明瞭な黒色斑が縦列する形となる（Fig. 3B）．
6.2–7.3 mm SLで胸鰭第1–7軟条基底部周辺に黒色
横斑が形成され（Fig. 3A），次いでその少し前方
の胸鰭基部中央から下部にかけてもう1個の黒色
横斑が形成される（Fig. 3B）．7.9–9.5 mm SLで腹
鰭第 1軟条基底部周辺に黒色素胞が発現する
（Fig. 3B）．
鰭ははじめ黒色素胞を持たない（Fig. 2A）．

6.1–7.3 mm SLで第1背鰭第1–5棘とその間の鰭膜
に黒色素胞が発現する．第1棘基部を除く第1–3

棘周辺のほぼ全体に黒色素胞を有し，第4棘周辺
では基部側の約2分の1に黒色素胞を有することが
多い．第 5棘周辺の黒色素胞は基部に限られる．
6.1–6.8 mm SLでは第1背鰭の黒色素胞の密度はほ
ぼ一様である（Fig. 3A）が，その後，第1–3棘先
端部周辺の黒色素胞の密度が薄くなる（Fig. 3B）．
6.2–7.3 mm SLで第2背鰭第1–5軟条基部周辺およ
び臀鰭第2–5軟条基部周辺の鰭条と鰭膜に黒色素
胞が発現する（Fig. 3）．9.7 mm SLまでに第2背鰭，

臀鰭，尾鰭および胸鰭の一部の鰭条に沿って微細
な黒色素胞が発現し，それは成長にともなってよ
り多くの鰭条に分布するようになる（Fig. 3B）．
7.1 mm SL以上の個体は腹鰭の膜蓋腹面に黒色素
胞を有することがある．雄型の生殖突起を有する
9.6 mm SL以上の個体はすべて膜蓋腹面に密な黒
色素胞を有し，一方，雌型の生殖突起を有する個
体は膜蓋に黒色素胞を持たない．

マングローブゴマハゼPandaka lidwilli
（Figs. 4, 5）

形態 仔魚（6.1–7.6 mm SL，17個体）の頭部
および体は側扁する（体幅12–17% SL）．稚魚およ
び成魚（7.5–14.2 mm SL，29個体）では頭部と躯
幹部が円筒形になる（体幅 17–23% SL，Fig. 6）．
体高は，仔魚では20–23% SL，稚魚および成魚で
は少し大きくなる（21–24% SL, Fig. 6）．頭長は
27–35% SLで，仔魚から成魚まで大きく変化しな
い（Fig. 6）．眼径は，仔魚では9–11% SL，稚魚期
に一旦大きくなり（9.0 mm SL未満の稚魚では11–

12% SL），その後やや縮小する（10–11% SL，Fig.

6）．背鰭前長は39–44% SL，肛門前長は52–58%

SL，尾柄長は28–33% SLで，仔魚から成魚まで大
きく変化しない（Fig. 6）．尾柄高は，仔魚では
11–13% SL，稚魚期に一旦大きくなり（10.0 mm

SL未満の稚魚では12–13% SL），その後やや縮小
する（11–12% SL, Fig. 6）．

6.6–7.8 mm SLで前鼻孔と後鼻孔が形成され，前
鼻孔は短い管状になる（Fig. 5B）．7.8–8.1 mm SL

でやや丸みを帯びた三角形の生殖突起が出現する．
10.1 mm SLになると三角形の生殖突起を持つ個体
のほかに先端に凹みのある丸い生殖突起を持つ個
体が現れる．外部から成熟した卵巣が観察された
雌個体（10.1–14.2 mm SL）の生殖突起はすべて先
端に凹みのある丸い形であるため，前者の多くは
雄，後者は雌と推定された．6.3–7.6 mm SLで尾部
体側に鱗の原基が出現し，6.5–7.8 mm SLで櫛鱗が
出現する．その後，8.5 mm SLで第1背鰭起部・胸
鰭基部後方・腹鰭基部後方を結ぶ線より後ろの躯
幹部と尾部の全域が櫛鱗に覆われるようになる
（生殖突起と鰭を除く）．背鰭前方，胸鰭基部，頭
部は鱗を欠く．8.5 mm SL以上の個体の縦列鱗数
は通常21，横列鱗数は通常6である．
第1背鰭は6棘（45個体）を有するが，7.0 mm

SLの1個体では5棘．第2背鰭は7軟条（46個体），
臀鰭は 6軟条（1個体）または 7軟条（45個体）
を有する．第2背鰭，臀鰭とも第1軟条は分枝し
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Fig. 6. Proportions of predorsal length (PDL), preanal length (PAL), head length (HL), eye diame-
ter (ED), body depth at pectoral-fin base (BD), caudal peduncle depth (CPD), caudal peduncle length
(CPL) and widest width of trunk behind pectoral-fin base (BW) to standard length (SL) of Pandaka
trimaculata (solid circles, larvae; solid triangles, juveniles and adults) and P. lidwilli (open circles,
larvae; open triangles, juveniles and adults).



ない．7.5–7.8 mm SLで第2–7軟条の先端が分枝を
始める．尾鰭の分節軟条数は17．7.5–7.8 mm SL

で中央部の軟条の先端が分枝し，通常11–12分枝
軟条となる．胸鰭軟条数は13（4個体），14（32

個体），または15（10個体）で，軟条は分枝しな
い．左右の腹鰭は癒合し，膜蓋を有し，吸盤状で
ある．1棘5軟条で，すべての軟条が分枝する．
黒色素胞 仔魚の体は白い．臀鰭第4–6軟条基

底部周辺に1対，尾柄前半の腹面正中線上に1個，
尾柄後半の腹面正中線上に通常2または3個の黒
色素胞を有する（Fig. 4）．尾柄前半部の1個は尾
柄後半部のものより少し大きい．6.3–7.8 mm SLで
尾鰭基部腹側の腹面正中線上に黒色素胞が発現す
る（Fig. 5）．これは尾柄後半部の黒色素胞と連続
しない．6.6–7.8 mm SLで尾柄後半部の黒色素胞が
1個の黒色斑になり，尾部腹面に 4個の黒色斑が
並ぶ形となる（Fig. 5B）．臀鰭基部と尾柄前半部，
尾柄後半部の黒色斑はほぼ同大，または尾柄後半
部のものがやや小さい．尾鰭基部腹面の黒色斑は
他の3個より小さい．

6.1–7.4 mm SLの個体は，腹鰭基部後端と肛門
の間の腹面正中線上に 2–4個の黒色素胞を持ち，
峡部と腹鰭基部前方の腹面正中線上に各1個の黒
色素胞を持つ（Figs. 4, 5A）が，前者は 7.5–7.8

mm SL，後者は7.5–10.1 mm SLで消失する（Fig.

5B）．11.3 mm SL以上になると肛門前方のやや体
側よりの腹部表面に黒色斑が発現することがある
（Fig. 5B）．頭部ははじめ眼と峡部のみに黒色素胞
を持ち（Fig. 4A），その後，7.8 mm SLまでに耳石
周辺の体内部，下顎隅角部（Fig. 4B），上唇，下
唇，頤，吻，眼の下方，頬，鰓蓋，頭部背面等に
黒色素胞が発現する（Fig. 5）．
仔魚ははじめ鰾背面と肛門上の消化管背面に顕
著な黒色素胞を有する．7.5–7.8 mm SLで腹腔背面
全体が黒色素胞に覆われ，鰾は不明瞭となる．
6.3–7.8 mm SLで脊椎骨周辺の体内部に黒色素胞
が発現し（Fig. 5A），ほぼ同時に第1背鰭第2–4棘
基底部周辺，第2背鰭第3–5軟条基底部周辺，尾
鰭基部の中央部および背面，第1背鰭前方と尾柄
の背面，尾柄最後部体側に黒色素胞が発現する
（Fig. 5A）．その後，7.0–7.8 mm SLで躯幹部と尾
部の体側に黒色素胞の発現が始まり，8.1 mm SL

で第1背鰭下から尾柄にかけての体側に3–5個の不
明瞭な黒色斑が縦列する形となる（Fig. 5B）．
6.3–7.8 mm SLで胸鰭第3–6軟条基底部周辺に黒色
斑が形成され（Fig. 5A），7.0–7.8 mm SLでその少
し前方の胸鰭基部中央から下部にかけてもう1個

の黒色斑が形成される（Fig. 5B）が，4個体では
後者を欠く．腹鰭鰭条の基底部に黒色素胞はない
（Figs. 4, 5）．
鰭ははじめ黒色素胞を持たない（Fig. 4A）．

6.1–7.8 mm SLで第1背鰭第1–3棘とその間の鰭膜
に黒色素胞が発現する．第 1棘基部を除く第 1–3

棘周辺のほぼ全体に黒色素胞を有する．黒色素胞
は第3棘直後の鰭膜まで分布し，通常第4棘に達
しないが，9.4 mm SL以上では第4棘の基部に達す
るようになる（Fig. 5B）．その場合，黒色素胞は
第4棘の基部のみに分布し，棘後方の鰭膜には達
しない．黒色素胞の密度はほぼ一様で，濃い
（Fig. 5B）．6.3–7.8 mm SLで第2背鰭第2–5軟条基
部周辺および臀鰭第3–5軟条基部周辺の鰭条と鰭
膜に黒色素胞が発現する（Fig. 5）．10.0 mm SLま
でに第 2背鰭，尾鰭および胸鰭の一部の鰭条に
沿って微細な黒色素胞が発現し，それは成長にと
もなってより多くの鰭条に分布するようになる
（Fig. 5B）．腹鰭は黒色素胞を欠く．
仔魚の出現と汽水域における2種の分布 1999

年 1–12月の瀬嵩海岸，汀間川河口および汽水域
中流部における小型曳網Aタイプを用いた採集に
より，ミツボシゴマハゼ43個体とマングローブゴ
マハゼ95個体が採集された．汽水域中流部で採集
されたミツボシゴマハゼの成魚4個体と稚魚1個体
を除きすべて仔魚であり，それらはすべて，体が
側扁し，各鰭に成魚とほぼ同数の鰭条を備え，第
2背鰭，臀鰭，尾鰭軟条は分枝せず，櫛鱗を欠き，
鰭や頭部の黒色素胞が乏しい発育段階（Figs. 2, 4）
であった．ミツボシゴマハゼの仔魚は5.8–7.1 mm

SL（平均6.2 mm SL；37個体），マングローブゴマ
ハゼの仔魚は5.6–7.4 mm SL（平均6.4 mm SL；90

個体）であった（Fig. 7）．両種の仔魚はすべての
地点で採集され，その出現時期は両種とも4–11月
であった（Fig. 8）．

2006年2，3月の分布調査では，汀間川汽水域
に設けた21定点のうちSts. 6, 9, 10, 12–18, 20でミ
ツボシゴマハゼ，St. 6–8でマングローブゴマハゼ
が採集された（Fig. 9）．両種とも採集個体のほと
んどが10 mm SL以上で，12 mm SL以上の大型個
体も多かった（Fig. 10）．仔魚は，St. 12で採集さ
れたミツボシゴマハゼ1個体のみであった．2006

年7月の調査ではSts. 4, 6–8, 12, 16, 18, 20でミツボ
シゴマハゼ，Sts. 4, 6–8, 12でマングローブゴマハ
ゼが採集された（Fig. 9）．そのうちSts. 12, 16, 20

ではミツボシゴマハゼ，Sts. 8, 12ではマングロー
ブゴマハゼの仔魚と稚魚および成魚が同時に採集
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され，他の定点では稚魚および成魚のみが採集さ
れた．体長の範囲は広かったが，12 mm SL以上の
大型個体はほとんど採集されなかった（Fig. 10）．
これら2回の調査でマングローブゴマハゼが採集さ
れた定点は，汽水域中流部（Sts. 4–12）に位置し，
すべてマングローブに接していた．一方，ミツボ
シゴマハゼは汽水域中流部から上流部（Sts. 4–20）
に分布し，マングローブに接する定点に加え，マ
ングローブから5–20 mほど離れた本流の岸近くに
ある定点や周辺にマングローブがない定点にも出
現した．両種とも植生や構造物がほとんどない広
大な砂質の干潟に接するSts. 1–3および5では採集
されなかった．マングローブゴマハゼが採集され
た定点のほとんどは，長径10 mm以上の礫を欠き，
底質の粒径が細かく（0.063 mm未満の泥を約10–

15%含み，0.063 mm以上0.25 mm未満の細砂から
極細砂が乾燥重量の約半分を占める），底質が軟
らかかった（St. 4を除き，底質硬度0 kg/cm2）が，
ミツボシゴマハゼは粒径が細かく軟らかい底質の
定点から礫を多く含む硬い底質の定点までさまざ
まな底質に出現した（Fig. 11）．
満潮時にはミツボシゴマハゼ，マングローブゴ
マハゼとも岸辺のマングローブや草の中にいるの
が観察され，またコンクリート護岸や係留された
舟などに寄り添っている個体も見られた．いずれ
も岸や植生，構造物から離れた開けた場所では観
察されなかった．

考　　　　　察

本研究では，河川汽水域や砂浜海岸の岸近くで
採集を行ったが，前屈曲期仔魚や屈曲期仔魚のよ
うな発育段階の早い仔魚は採集されなかった．本

研究で用いた小型曳網の目合は0.8–1.0 mm，計測
されたミツボシゴマハゼとマングローブゴマハゼの
体高の最小値は1.2 mmであった．体高0.8–1.2 mm

の他種の仔魚が同じ網で多数採集されたため（前
田, 未発表），同サイズの本属仔魚は曳網地点には
生息しないと考えられた．このことから，発育段
階の早い仔魚は河川内や砂浜海岸の岸近くには生
息せず，より沖合の海域に生息することが推測さ
れた．砂浜海岸や満潮時の汽水域で採集された本
属のほとんどは色素が少なく，体が側扁した仔魚
であり，一方，干潮時の河川汽水域では仔魚から
成魚までが同時に採集されたことから，海で仔魚
期の大部分を過ごし6–7 mm SLに成長した仔魚は，
海岸近くに出現して満潮時に河川汽水域に入るよ
うになり，成魚の生息地に加入すると色素を発達
させ，体形が変化し，その周辺に定着して生活す
るようになると考えられた．
仔魚の出現時期は両種とも4–11月であった．2，

3月に多数採集された12 mm SL以上の大型個体が
7月にはほとんど採集されなかったことから，ほと
んどの個体が1年を越えて生存しないことが示唆
された．外部から成熟した卵巣が確認された最小
のミツボシゴマハゼは11.3 mm SL，マングローブ
ゴマハゼは10.1 mm SLであったことから，少なく
ともそのサイズまでに成熟すると考えられた．
河川加入後のミツボシゴマハゼとマングローブ
ゴマハゼはどちらも汽水域に生息したが，その生
息環境は若干異なった．ミツボシゴマハゼが汽水
域中流部から上流部の広い範囲に分布し，さまざ
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Fig. 7. Standard length distributions of Pandaka tri-
maculata (left) and P. lidwilli (right) larvae collected
by small seine net from Sedake Beach and two sites in
the Teima Stream estuary, from January to December,
1999.

Fig. 8. Number of Pandaka trimaculata (left) and P.
lidwilli (right) larvae per 100 m haul collected by
small seine net from Sedake Beach and two sites in the
Teima Stream estuary, from January to December,
1999. NH, not hauled.
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Fig. 9. Location of twenty-one sampling stations (sts. 1–21) in the Teima Stream and composition
of Pandaka species collected at each station in February and March, 2006, and July, 2006 (pie charts:
solid portion, P. trimaculata open portion, P. lidwilli). Samples collected by small seine net or hand
net (latter indicated by an asterisk). White portions of stream indicate water at low tide; white with
black dots–sand or gravel exposed at low tide (most submerged at high tide); black with white dots–
vegetation with trees and bushes (including mangroves); stripes–vegetation with grasses; black–rocks,
concrete structures (e.g., bridge girders) and roads.



まな底質の環境に生息していたのに対し，マング
ローブゴマハゼは汽水域中流部のみに出現し，そ
の分布はマングローブに接する軟泥底の環境に限
定された．琉球列島の河川には多様なハゼ亜目魚

類が生息し，同属魚類が複数種共存する例も多い．
その場合，例えばMaeda and Tachihara（2004）が
カワアナゴ属について，平嶋・立原（2006）がヨ
シノボリ属について示したように，種間でニッチ
を違えていると考えられる．本研究では，ミツボ
シゴマハゼとマングローブゴマハゼに関して，少
なくとも生息環境の選択性が異なることが示唆さ
れた．
高知県の蛎瀬川に分布するゴマハゼは，アマモ
群落や岩陰など隠れ場所となる環境がない場所に
は生息しないという（高橋，1995）．干潮時にミ
ツボシゴマハゼとマングローブゴマハゼが生息する
細流や川岸の特に浅い場所，隔離されたタイド
プールは，大型の遊泳性捕食者を避けるための隠
れ場所として有効であると考えられた．一方でそ
れらの環境は陸上からの捕食者に対して無防備で
あると考えられたが，その捕食圧は隠れ場所を要
するほど深刻ではないか，または体が小さく目立
たないことにより捕食が回避されていると推測さ
れた．また，満潮時には，タイドプールや川岸に
も捕食者となりうる遊泳魚が侵入するため，植生
や構造物の物陰などの隠れ場所を利用していると
考えられた．汀間川において，植生や構造物のな
い砂質の干潟に接する下流部の定点（Sts. 1–3およ
び5）でミツボシゴマハゼとマングローブゴマハゼ
が採集されなかったのは，満潮時に身を隠す場所
がないためと考えられた．
河川汽水域は人間の生活圏に囲まれ，環境が大
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Fig. 10. Standard length distributions of Pandaka trimaculata (left) and P. lidwilli (right) collected
from 21 sampling stations in the Teima Stream in February and March, 2006, and July, 2006. Solid
bars indicate larvae; dotted bars indicate juveniles and adults.

Fig. 11. Dry weight composition of sediments (�10
mm in long axis) sorted by grain diameter, percentage
of area occupied by larger gravels (�10 mm in long
axis) in typical substratum (A), and soil hardness
(kg/cm2, mean from 10 measurements) (B) at 21 sam-
pling stations in the Teima Stream. Sediments ordered
on bar from white to black (left to right) as follows:
�2 mm; �2 mm and �1 mm; �1 mm and �0.5 mm;
�0.5 mm and �0.25 mm; �0.25 mm and �0.125 mm;
�0.125 mm and �0.063 mm; and �0.063 mm, respec-
tively.



規模に改変されることが多い．特にマングローブ
ゴマハゼの生息環境は，ミツボシゴマハゼと比べ
て限定的であり，汽水域の環境が単調になると消
失しやすいと考えられる．ミツボシゴマハゼを含
めて分布を正確に把握し，生息環境の保全を行う
ことが重要である．
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