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Abstract   Pseudogobius masago, an endangered mud-dwelling goby inhabiting mudflats 
in Japan, is threatened by habitat loss due to human activities, such as land-fills and coastal 
development. However, basic information for this species is scarce, especially on Okinawa-
jima Island, the southernmost known population. Life history traits of the species, including 
longevity and maturity, were investigated by a monthly sampling program conducted at 
Manko Wetland, Okinawa-jima Island, from March 2010 to November 2012. The spawning 
season of P. masago was determined from histological observations of ovaries and 
appearance of recruits over a year long period. The estimated batch fecundity was 202–542 
eggs, fewer than that determined for individuals on the Japanese mainland (264–961). 
Daily increments of sagittal otoliths were counted for age and growth determinations, 
validation being attempted using alizarin complexone (ALC) fluorescent stain. The 
maximum life span of P. masago was found to be ca. four months, individual maturation 
and survival differing seasonally, being dependent upon birth month. P. masago was 
smaller and shorter-lived on Okinawa Island compared with populations in Mie or Fukuoka 
Prefectures, the overall life history strategy of the species apparently differing with latitude. 
Populations inhabiting temperate mainland Japan grew larger and produced more eggs 
over a shorter spawning season, whereas those inhabiting subtropical Okinawa Island grew 
to a smaller maximum standard length and produced fewer eggs, but had an extended 
spawning season with overlapping generations. Future conservation of the species is 
dependent upon reducing human activity on soft mudflats as much as possible. 

*Corresponding author: Yanagawa High School, 33 Tsurugaoka, Yanagawa, Fukusima 
960–0735, Japan (e-mail: sai016104@yahoo.co.jp)

マサゴハゼ Pseudogobius masagoは，宮城県か
ら沖縄島および台湾に分布する小型のハゼ

科魚類であり，内湾や河口の干潟域に生息する（中
坊，2013）．本種が生息する汽水域は，干潟の埋
め立てや河川改修などの人為活動による影響を受
けやすく，環境が悪化しつつある（花輪，2006；乾・
小山，2014）．そのため，本種は，生息域の消失
や縮小が懸念されており，環境省や多くの都道府
県のレッドデータブックにおいて絶滅危惧種とし

て記載されている（徳島県，2002；兵庫県，
2003；熊本県，2009；東京都，2010；愛媛県，
2014；乾，2014；米沢・岸野，2016；前田・國島，
2017；長崎県，2017）．沖縄島においても，干潟
域の埋め立てによる生息場所の消失，分断・孤立
化や赤土流失による生息環境の悪化が懸念されて
おり，沖縄県版レッドデータブックでは，絶滅の
危険性が高い絶滅危惧 IB類（EN）に指定されて
いる（前田・國島，2017）．

沖縄島漫湖におけるマサゴハゼ Pseudogobius masago の
生活史
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日本本土や奄美大島のマサゴハゼの生態に関し
ては，東京湾における食性（Kanou et al., 2004）
と摂餌生態（Okazaki et al., 2012），三重県におけ
る産卵期や成長（伊藤・向井，2007），九州およ
び瀬戸内海における産卵期，食性，成長（道津，
1958），奄美大島における着底稚魚の出現時期か
らの産卵期の推定（乾，2014；米沢・岸野，
2016）が報告されている．しかし，沖縄島の個体
群は，国内の分布南限であり，生物地理学的に重
要であるにもかかわらず（前田・國島，2017），
生態に関する情報について，産卵期の体長と出現
時期の変動からの寿命の推定（前田・國島，
2017），生息環境の推定（國島ほか，2014）が知
られているのみである．
そこで本研究では，沖縄島におけるマサゴハゼ

の産卵期や寿命などの生活史情報を収集すること，
本研究の結果を他地域の先行研究と比較し，沖縄
島における本種の保全策を提言することを目的と
した． 

材 料 と 方 法

調査地の概要　本研究の調査地である漫湖（北
緯 26˚11'，東経 127˚40'–41'）は，沖縄島南部の西側
を流れる国場川（河川延長 11.2 km，流域面積 43 
km2）と，饒波川（河川延長 15.6 km，流域面積 14.6 
km2）の合流地点に形成される汽水性湿地である（Fig. 

1；環境省，2015）．漫湖は，国場川河口から 3 km
上流に位置するが，潮の干満の影響を強く受け，干
潮時に約 47 haの干潟が出現する．西岸部にはメヒ
ルギ Kandelia obovata，ヤエヤマヒルギ Rhizophora 
mucronata，オヒルギ Bruguiera gymnorhizaからなる
マングローブ林が広がっている．漫湖では，環境省
の定める絶滅危惧 IB類（EN）に指定されているク
ロツラヘラサギ Platalea minor や，絶滅危惧 II類
（VU）のツクシガモ Tadorna tadorna など希少な鳥
類が多く見られ，水鳥の重要な中継地となっている
（環境省，2015）．そのため，1977年に鳥獣保護区（環
境省，2016），1999年にラムサール条約湿地に登録
された（Ramsar Convension, 2017）．

標 本 の 採 集　2010年 3月 –2011年 2月と 2011
年 11月 –2012年 11月に漫湖で，月 1–3回，大潮
の最干潮時刻前後 2時間に手網（幅 26 cm × 高
さ 25 cm，目合 1 mm）を用いてマサゴハゼを採
集した．本種が絶滅危惧種であることを考慮し，
採集個体数を月 20個体程度とした．アルコール
水温計を用いて，採集時に水温を 0.1˚C単位で計
測した．採集個体については，直ちに氷冷して研
究室に持ち帰り，標準体長（Standard length：SL）
をデジタルノギス（ミツトヨ社製，デジマチック
キャリパ）を用いて 0.1 mm単位で計測した．生
殖突起，生殖腺の外見から雌雄を判別した後，生
殖腺を含む躯幹部を 10％中性ホルマリンで固定
した．また，耳石を頭部から摘出してアルコール
で洗浄し，乾燥させて保存した．データの解析を
行う際は，採集年に関わらず，採集した月ごとに
データをまとめた．

日齢査定　耳石の微細輪紋を計数するため，耳
石切片を作成した．熱可溶性接着剤を用いて，ス
ライドグラスの端から耳石が少しはみ出るように
固定し，はみ出た部分を紙やすりと塗装用研磨剤
で研磨した．この際，耳石の核がスライドグラス
端に位置するようにした．その後，スライドグラ
スをホットプレートで熱して接着剤を溶かし，耳
石をスライドグラスの中央部に削った面を下にし
て固定した．固定後，核から縁辺までの微細輪紋
数が計数できるようになるまで再び研磨した．研
磨後，切片をグリセリン（関東化学社製）で包埋
して光学顕微鏡（Nikon社製，MICROPHOT－
FXA）下で 800倍に拡大し，核から縁辺までの微
細輪紋を計数した（Fig. 2）．ただし，着底直後と
考えられる小型個体の耳石については，そのまま
グリセリン（関東化学社製）で包埋し，計数した．
採集日から日齢を差し引いて誕生月を推定した．

Fig. 1.　Maps showing the survey area on Okinawa-jima 
Island. Black triangles indicate sampling stations.
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輪紋の日周性の確認　耳石輪紋の日周性を確か
めるため，アリザリンコンプレキソン（ALC：関
東化学社製）を溶かした汽水で飼育を行った．採
集個体を生かしたまま研究室に持ち帰り，プラス
チック製水槽（幅 27.8 mm，奥行き 17.4 mm，高
さ 16.8 mm）に ALC 500 mg/lを溶かした半海水 2 l
を入れ，その中で 24時間飼育した．その後，9
日間，半海水 4 lの中で飼育し，再び前述の ALC
溶解水 2 lの中で 24時間，半海水 4 lの中で 12日
間飼育し，固定した．飼育水の水温は 22.4–23.8
（平均 ± 標準偏差：23.5 ± 0.4）̊Cであった．その後，
デジタルノギスを用いて SLを計測，耳石を摘出
し，他の採集個体の耳石と同様の処理を施した．
光学顕微鏡（Zeiss社製，AXIO Imager Z1）に接続
したデジタルカメラ（Zeiss社製，AxioCam HRC）
を用いて，UV，通常光下で耳石切片の画像を撮
影し，2本の ALCマーク間の輪紋数を計数した．

成熟段階と孕卵数の推定　固定した生殖腺をア
ルコール系列で脱水し，パラフィン（MERCK社製，
融点 56–58˚C）に包埋後，ミクロトーム（大和光
機工業社製，RV－ 240）を用いて約 6 µmの連続
切片を作成した．その後，ヘマトキシリン -エオ

シン 2重染色を施し，MGKで封入した．これを
光学顕微鏡（Nikon社製，MICROPHOT－ FXA）
下で 80–800倍に拡大して観察した．
雌の卵巣卵については，北野ほか（2003）を参

考にして，周辺仁期，卵黄胞期，卵黄球期前期，
卵黄球期後期，核移動期，成熟期の 6段階に区分
した．また，産卵の証拠となる排卵後濾胞の有無を
記録した．産卵期の推定では，最も発達した卵巣卵
の段階をその個体の成熟段階とし，卵黄球期後期
以降の個体を成熟，それ以外の個体を未成熟とした．
Matsuura et al.（1987），Hernaman and Munday（2005）
に従って，雄の成熟段階を未成熟期，発達期，成
熟期に区分した．成熟体長，成熟日齢を推定する
際は，空の包嚢を持つ個体も成熟個体に加えた．
雌雄ごとに，体長，日齢と成熟段階の間にロジス
ティック曲線をあてはめ，50％成熟体長，50％成熟
日齢を推定した．ロジスティック曲線のパラメータ
は最尤法により推定した．生殖腺を固定した雌個体
のうち，19個体から卵巣を摘出した．その後，卵巣
をシャーレに入れて卵塊をほぐし，発達の進んだ卵
の数を計数した．

Fig. 2.　Otolith from Pseudogobius masago 12.2 mm standard length (A) and 
enlargement of the core (B). Black triangle indicates core. Scale bars = 100 µm.
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結 果

調 査 地 の 環 境　調査期間中の漫湖の水温は，
2012年 8月に最高値（32.0˚C）をとり，最低
16.9˚Cであった（Fig. 3）．水温は，いずれの年も
3–6月に上昇し，その後 9月まで高く，12月にか
けて低下して 12–3月に低かった（Fig. 3）．

体長組成　調査期間中にマサゴハゼ雄 90個体
（10.0–16.3 mm SL）， 雌 164個 体（10.5–21.3 mm 

SL），性不明 86個体（6.2–14.0 mm SL）を採集した．
6 mm SL階級の小型個体は，6月を除き周年採集
された（Fig. 4）．1–5月に 18 mm SL階級以上の大
型個体が見られ，7–12月には 14 mm SL階級以下
の個体のみが見られた（Fig. 4）．

日齢査定　耳石輪紋の日周性を確認するために
飼育した全個体（16.1–19.9 mm SL）で，耳石縁辺
の内側に ALC染色による 2本のマークが観察さ
れた．マーク間の微細輪紋数は 8–10（平均 ± 標
準偏差：8.71 ± 0.75，n = 7）であった．
微細輪紋数から推定される採集個体の日齢は，

23–124であり，最大日齢は雄 96（15.2 mm SL），

Fig. 3.　Seasonal changes in water temperature at survey 
stations.

Fig. 5.　Ages achieved of Pseudogobius masago born 
each month. Immature individuals are included with sex 
unknown.

Fig.  4 .　Monthly  changes  in  s ize  f requency of 
Pseudogobius masago collected from the Manko Wetland 
from March 2010 to November 2012.
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雌 124（18.1 mm SL）であった．誕生月を推定し
た結果，すべての月で誕生個体が出現した．各誕
生月に生まれた個体の最大日齢は， 1–8月にかけ
て減少し，その後 12月まで増加した（Fig. 5A）．

成熟体長と成熟日齢　最小成熟体長は，雄 10.4 
mm SL，雌 11.8 mm SLであった．各体長階級の成
熟率は，雄の 9，12，15 mm SLでそれぞれ 5，36，
82％と増加し，雌の 12，15，18，21 mm SLでもそ
れぞれ 17，62，83，100％と増加した．ロジスティッ
ク曲線は，雄が PSL = 1/(1 + e(-11.2765-0.8729SL))，雌が PSL 
= 1/(1 + e(-9.6075-0.6684SL)) の関係式で表され，50％成熟
体長は，雄 12.9 mm SL，雌 14.3 mm SLであった
（Fig. 6A）．
最小成熟日齢は，雄 38，雌 51であった．各日齢

階級の成熟率は，雄の日齢 40，60，80，100でそ
れぞれ 13，59，100，100％と増加し，雌の日齢 60，
80，100，120でもそれぞれ 56，67，100，100％と
増加した．ロジスティック曲線は，雄が Page = 1/(1 
+ e(-6.3029-0.1122age))，雌が Page = 1/(1 + e(-7.218-0.1108age)) の関係
式で表され，50％成熟日齢は，雄 56，雌 65であっ

た（Figs. 6B）．最大日齢が小さい月に最小成熟日
齢が小さい傾向が見られた（Figs. 5B, C）．

各月の成熟個体の割合と孕卵数　雌は，卵黄球
期後期以降の卵巣卵をもつ成熟個体が周年出現
し，3–11月には半数以上の個体が成熟していた
（Fig. 7A）．雄も同様に成熟期の個体が周年出現し
た（Fig. 7B）．孕卵数は，202–542粒／個体（13.0–
19.1 mm SL）であり，標準体長の増加に伴い増加
した（Fig. 8）．

考 察

産卵期　本研究では，沖縄島漫湖におけるマサ
ゴハゼの産卵期を生殖腺の組織学的観察により推
定した．その結果，成熟個体が雌雄ともに周年出
現したため（Fig. 7），産卵期は周年にわたると推定
された．また，小型の加入個体（6 mm SL階級）
がほぼ周年採集されたことも（Fig. 4），組織学的観
察による結果を支持するものであった．魚類の生
殖には様々な環境要因が関係し，特に水温と日長
が重要な要素である（清水，2006）．ハゼ科魚類の
成熟については，ヌマチチブ Tridentiger brevispinis 
（Kaneko and Hanyu, 1985，ただし元論文ではチチブ T. 

obscurusとされている）や汽水棲の Gillichthys 
mirabilis（Vlaming, 1972）といった一部の種で光周
期が関与するが，多くの場合は水温の変化が重要

Fig. 6.　Maturity curve for size (A) and age (B) at 
maturity for Pseudogobius masago. Values on graphs 
indicate size (mm) and age (days) at which 50 % of 
sampled fish were mature. 

Fig. 7.　Monthly changes in frequency of mature female 
(A) and male (B) Pseudogobius masago.
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であると考えられている（Kaneko and Hanyu, 1985；
朝比奈，1989）．マサゴハゼの産卵期を沖縄島と日
本本土で比較すると，沖縄島では周年であったの
に対し，三重県揖斐川では 6–9月（伊藤・向井，
2007），福岡市近郊では 5–9月（道津，1958）と短い．
これは，より低緯度に位置する沖縄では，産卵に
適した水温の時期が長いためであると考えられた．
マサゴハゼの産卵期と水温の関係をみると，周年
産卵を行っている沖縄島漫湖では，最低水温が
16.9˚Cであるのに対し（Fig. 2），三重県揖斐川では，
非産卵期の 5月には約 15˚Cであるが，産卵期の 6
月になると約 22˚Cに上昇する（伊藤・向井，
2007）．このことから，マサゴハゼが成熟する最低
水温は，15–17˚Cであると示唆された．

寿命　本研究では，ALCマークを用いた検証実
験より，マサゴハゼの耳石微細輪紋が 1日に約 1
本形成される日輪であることを証明した．加えて，
日齢査定の結果，マサゴハゼは，最大体長 21.3 mm 
SL，日齢 124に達することが推定された．サンゴ
礁域の小型ハゼでは，耳石を用いた齢査定が行わ
れており，最大体長が約 20 mm SLである Trimma 
nasa が 87日齢，メガネベニハゼ T. benjamini が 140
日 齢 で あ る と さ れ て い る（Winterbottom and 
Southcott, 2008；Winterbottom et al., 2011）．したがっ
て，汽水域に生息するマサゴハゼの寿命は，サン
ゴ礁域に生息する小型のハゼと同程度であること
が示された．
マサゴハゼの寿命に関しては，九州および瀬戸

内海では満 2年以上（道津，1958），三重県揖斐
川では約 1年（伊藤・向井，2007）である．沖縄
島漫湖における寿命は，約 4ヶ月であり（Fig. 5），
道津（1958），伊藤・向井（2007）の報告に比べ，
きわめて短いことが明らかとなった．これは，福
岡市近郊における産卵期が 5–9月，三重県揖斐川
における産卵期が 6–8月であるのに対し，沖縄島
における産卵期が周年にわたることに起因すると
考えられた．沖縄島漫湖における本種の 50％成
熟日齢は，雄 56，雌 65であり，50％成熟体長は，
雄 12.9 mm SL，雌 14.3 mm SLであった（Fig. 6）．
福岡市近郊や三重県揖斐川でも，沖縄島漫湖と同
様に日齢 60–70，体長 13–14 mm SL程度で成熟す
ると仮定すると，産卵期の後期に生まれた個体は，
成熟体長に達しても水温が成熟に適していないた
め，生まれた年には成熟せず，翌年の高水温期に
初めて成熟，産卵すると推測された．一方，沖縄
島漫湖では周年にわたって成熟に適した水温が維
持されているため，成熟体長に達した個体はすぐ

に産卵すると考えられる．そのため，沖縄島漫湖
では，福岡市近郊や三重県揖斐川でみられるよう
な長寿命の個体が現れず，地域間で本種の寿命に
大きな違いが生じたと推定された．

孕卵数　マサゴハゼの体長と孕卵数の関係を地
域間で比較すると，沖縄島漫湖では 202–542粒
（13.0–19.1 mm SL）である一方，福岡市近郊では

264–961粒（14.0–26.0 mm SL；道津，1958）であり，
沖縄島の個体と比べて大型かつ孕卵数が多かった
（Fig．8）．これらのことから，日本本土の個体が，
高齢で大型に成長し，限られた産卵期に多くの卵
を産むのに対し，沖縄島の個体は，長い産卵期の
中で，小型，若齢のうちに少ない卵を産み，世代
を重ねると考えられた．

マサゴハゼの保全　マサゴハゼの分布の南側に
あたる琉球列島では，沖縄島漫湖と同様に小型で
若齢の個体のみが生息すると推測される．本研究
では，7–12月の採集個体は，14 mm SL階級以下
と特に体長が小さかった．このような環境で魚類
の分布調査を行う際は，本種の大型個体がみられ
ないことに留意することが重要である．さらに，
体長が小さいことのみでなく，寿命が短いことに
も留意する必要がある．日本本土では本種の生息
状況に影響を与えないような短期間の生息地改変
によっても，きわめて甚大な影響を受ける可能性
が高いためである．例えば，河口域の河川改修に
よって本種の再生産が 4ヶ月間妨げられる場合，
寿命が 1年以上とされる日本本土の個体群におい
ては，産卵期を避けた改修であれば影響が少ない．
一方，寿命が短い琉球列島の個体群においては，
4ヶ月間再生産が妨げられると個体群が消滅して
しまう可能性がある．よって，琉球列島における
本種の生息する軟泥の干潟域では，可能な限り直
接的な改変を避けることが必要である．また，生

Fig. 8.　Relationship between batch fecundity and 
standard length for Pseudogobius masago.
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息地改変が避けられない場合は，生息地を可能な
限り残すこと，生息地改変が起こる前に代替生息
地を創出することが重要となる．
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