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大井川下流域で確認されたナガレミミズハゼ
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of a threatened species of the earthworm goby, Luciogobius fluvialis, from the Oi-gawa
River, Shizuoka Prefecture, Japan, with comments on its life history and conservation.
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ABSTRACT Two small specimens (18.1–20.1 mm in standard length) of a hypogean
species of the earthworm goby, Luciogobius fluvialis, were collected from the lower
reaches near the estuarine area of the Oi-gawa River, Shizuoka Prefecture, Japan. The
species, listed as critically endangered in the 2017 Red list of the threatened species in
Shizuoka Prefecture, was previously known only from the middle reaches of Warashinagawa River (type locality), a tributary of Abe-kawa River; it represents the first specimenbased, reliable occurrence from the outside of the type locality. The specimens examined
appear to be juveniles migrating to the river; since the spawning grounds are, at least
in the Warashina-gawa River, known to be found at the middle reaches, the species
is supposed to represent diadromous migration during the life history. To develop a
successful strategy for conservation of this threatened species, extensive field researches
on habitat use of adult fish are urgently needed in the Oi-gawa River.
*Corresponding author: Museum of Natural and Environmental History, Shizuoka, 5762 Oya,
Suruga-ku, Shizuoka City, Shizuoka 422-8017, Japan (e-mail: shibu@crux.ocn.ne.jp)
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ガレミミズハゼ Luciogobius fluvialis Kanagawa,

16–17+15–16=31–33，最頻値は 16+16=32），ナガレ

Itai and Senou, 2011 は， 静 岡 県 静 岡 市 の 安

ミミズハゼとは確信的に同定しえなかった．よっ

倍川水系藁科川で採集された個体を基に新種記載

て，ナガレミミズハゼ（およびユウスイミミズハ

された伏流水性のハゼ科ミミズハゼ属魚類である

ゼ）が静岡県以外から採集された確かな例は，や

（Kanagawa et al., 2011）．安倍川や近隣の大井川の

はり現時点ではない．その局所的分布や生息環境

下流部からは，やはり伏流水性の近似種ユウスイ

の脆弱性等から，両種ともに，環境省のレッドデー

ミ ミ ズ ハ ゼ Luciogobius fluvialis Kanagawa, Itai and

タブック（環境省自然環境局野生生物課希少種保

Senou, 2011 が知られており，体形や脊椎骨数、眼

全推進室 , 2015）や最新のレッドリスト（環境省，

の大きさ等が若干異なることで区別できるとされ

2017）では準絶滅危惧（NT）
，静岡県版レッドリス

る（Kanagawa et al., 2011；金川ほか , 2014）．

ト 2017（静岡県くらし・環境部環境局自然保護課 ,

両 種 は 静 岡 県 固 有 と さ れ て い た が， 浜 崎 ほ

2017）では絶滅危惧 IA 類（CR）とされている．

か（2014） は 和 歌 山 県 南 部 の 有 田 川 か ら ナ ガ レ

両種の生息域は，水系内でやや異なる．両種と

ミミズハゼを報告した．ただし同報告では学名

もに生息する安倍川水系では，藁科川の中流域で

を「Luciogobius sp.」 と し て お り， 実 際 の 標 本 の

ナガレミミズハゼが，安倍川下流域ではユウスイ

画 像 や 形 態 的 特 徴 の 記 述 も な い． 今 回， 同 標 本

ミミズハゼが確認されている（いずれも主として

の軟エックス線画像を確認したところ，脊椎骨数

成魚）．大井川では，やはり下流域でユウスイミミ

が 18+16=34 あり（第 3・4 腹椎の椎体が前後にや

ズハゼが確認されている．両種が同所的に採集さ

やつぶれた形状異常あり；ナガレミミズハゼでは

れた例は，これまでのところ見当たらない．
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2002 年 11 月 9 日，大井川下流域の河口周辺に

離軟条がない等といった計数値も合わせて既報（金

て複数のミミズハゼ属魚類稚魚が採集された．そ

川・板井 , 2009；Kanagawa et al., 2011；明仁ほか in

の中に，脊椎骨数がナガレミミズハゼの最頻値

中坊 , 2013；金川ほか , 2014）
の情報から判断すると，

（16+16=32） に 合 致 す る も の が 3 個 体（18.1–21.3

同属内ではナガレミミズハゼに最もよく合致する．

mm SL）含まれており，さらに精査したところ，1

近似種ユウスイミミズハゼの値とも概ね一致する

個体はユウスイミミズハゼに，残る 2 個体はナガ

が，
既報で同種の脊椎骨数は 15–16+15–16=30–31
（最

レミミズハゼに同定された．後種が藁科川以外で，

頻値 15+16=31）
とされており，
わずかに合わない
［ナ

それも河川河口域から採集された初めての事例で

ガレミミズハゼの既報値は 16–17+15–16=31–33（最

あるため，ここに報告するとともに，その形態的

頻値 16+16=32）］．
しかしこの 3 個体の中に，頭部の大きさや眼径

特徴を記載する．

と両眼間隔との比率，黒色素胞の状態等が明ら

材料と方法

か に 異 な る 2 型 が 認 め ら れ た． 仮 に こ れ を A 型
（SPMN-PI 43492, Figs 1A–C） と B 型（SPMN-PI

今回観察した標本は，いずれも 2002 年 11 月 9 日

43493 と 43494, Figs 1D–I）とすると，A 型は B 型

に大井川下流域にて行われた河川工事後のモニタ

に比べて頭部が大きく（SL の 28.3 % vs. B 型では

リングで，重機が掘削した河床の砂礫中から得ら

23.4–24.0 %）
，背鰭前方長や臀鰭前方長，肛門前

れた（個体群保全の観点から，採集地点の詳細は

方長に占める頭長の割合も大きく（背鰭前方長の

記さない）．採集した魚類の一部は麻酔薬（MS222）

40.3 %，臀鰭前方長の 38.6 %，肛門前方長の 40.5

で麻酔し，魚体に取り込まれた麻酔薬を清水で十

% vs. それぞれ 33.1–34.0 %，33.7–34.6 %，35.4–36.9

分に洗い流した後，10% ホルマリンにより約 1 ヶ

%）
，眼が小さく（SL の 1.7 %，頭長の 6.0 % vs. そ

月間固定，その後は 70% エタノール水溶液中で保

れぞれ 2.0–2.1 %，8.7–8.9 %）
，両眼間隔は広く（SL

存した．標本は，ふじのくに地球環境史ミュージ

の 4.9 %，頭長の 17.4 %，眼径の 2.9 倍 vs. それぞ

アムの魚類標本資料（SPMN-PI）として登録・保

れ 3.4–3.6 %，14.6–14.9 %，1.7 倍）
，臀鰭基底に黒

管されている．

斑が 1 個しかない（vs. 2 個）（Fig 1, Table 1）．

標 本 の 大 き さ は， 標 準 体 長（SL） で 示 す． 計

Kanagawa et al. (2011) による原記載では，ユウ

数・計測方法や部位の名称は概ね中坊・中山 in 中

スイミミズハゼはナガレミミズハゼに比べて背鰭

坊（2013: 16–25）に従い，計数法の多くは同書中

前方長の頭長に対する比率［前種では 237.3–288.2

の明仁ほか in 中坊（2013: 1347–1349）も参照した．

%（平均 261.2 %）vs. 後種では 286.3–342.5 %（平

胸鰭長は同鰭の最長軟条の長さを，腹鰭長は起部

均 307.4 %）
］や臀鰭前方長の頭長に対する比率［前

（腹鰭棘条基部の前端）から最長軟条の後端までの

種では 238.7–296.7 %（平均 267.9 %）vs. 後種では

距離を，それぞれ測定した．体各部の観察は双眼

292.2–363.6 %（平均 315.8 %）
］が小さく，すなわ

実体顕微鏡下で行い，骨格系（脊椎骨，担鰭骨等）

ちそれら部位の長さに占める頭長の割合が大きい

の観察は軟エックス線撮影画像を用いた．

（上記数値から再計算すると，前種ではそれぞれ
34.7–42.1 % と 33.7–41.9 % vs. 後種では 29.2–34.9 %

種の同定

と 27.5–34.2 %）ことを示している．これはユウス
イミミズハゼの頭部が大きいことに起因したもの

今回観察した 3 個体の標本（Fig. 1）は，体が細

であり，その傾向は，彼らが提示した表（Kanagawa

長い蠕虫状であること，鱗がないこと，第 1 背鰭

et al., 2011: 72, Table 1）にある頭長の値［ユウスイ

がなく，第 2 背鰭・臀鰭が体の後半に位置すること，

ミミズハゼでは体長の 24.4–29.8 %（平均 26.8 %）

眼が小さく退縮的であること等の特徴から，ミミ

vs. ナガレミミズハゼでは 20.3–25.3 %（平均 22.8

ズハゼ属魚類であることは明らかである．さらに，

%）
］にも表れている．今回観察した標本は小型で

いずれも体の黒色素の発達に乏しく，臀鰭起部は肛

あるにも関わらず（原記載での 2 種の最小観察個

門に近接し（臀鰭起部 – 肛門間の距離は，同部位

体は，ナガレミミズハゼの 24.24 mm SL），これら

の体高の 32.0–39.3 %），脊椎骨数が 16+16=32，背鰭・

の部位の数値において，A 型がユウスイミミズハ

臀鰭の鰭条数が各々 I, 8–9，胸鰭条数は 14–16 で遊

ゼに，B 型はナガレミミズハゼに，各々ほぼ完全
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Fig. 1. Juveniles of two species of Luciogobius from the lower reaches of the Oi-gawa River, Shizuoka, Japan. A–C: dorsal (A),
lateral (B) and ventral (C) views of type A (= L. fonticola, SPMN-PI 43492, 21.3 mm SL); D–F: dorsal (D), lateral (E) and ventral
(F) views of type B (= L. fluviatilis, SPMN-PI 43493, 20.1 mm SL); G–I: dorsal (G), lateral (H) and ventral (I) views of type B (= L.
fluviatilis, SPMN-PI 43494, 18.1 mm SL). White and black arrows indicate black spots along anal-fin base and ventral midline of
caudal peduncle, respectively. Photographed and retouched by K. Shibukawa.
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に一致した．両眼間隔でも，原記載の数値ではユ

ナガレミミズハゼ

ウスイミミズハゼ（体長の 4.3–6.0 %，平均 5.2 %）

Luciogobius fluvialis Kanagawa, Itai and Senou, 2011

の方がナガレミミズハゼ（体長の 3.9–5.4 %，平均 4.8

(Fig. 1; Table 1)

%）に比べてわずかに広く，今回の観察標本では
やはり同様の傾向があった．ただし B 型の数値は，

観察標本
SPMN-PI 43493–43494，2 個

原記載におけるナガレミミズハゼのものをさらに

体，18.1–20.1 mm

下回っていた．成長に伴う種内変異（もしくは個

SL，静岡県大井川下流部（個体群保全の観点から，

体差）と思われるが，それを確かめるには，今後

採集地点の詳細は記さない）
，2002 年 11 月 9 日，

より多くの小型標本を基にした検討が必要であろ

金川直幸・板井隆彦・國領康弘採集．

う．実際，金川ほか（2014）が示した追加個体の
測定値では，ナガレミミズハゼ雌個体（27.41 mm
SL）の両眼間隔が体長の 3.65 % と，今回の B 型の

記

載
第 2 背鰭条数 I, 9；臀鰭条数 I, 9；胸鰭条数 14–

ものに近い値となっている．金川ほか（2014）は，

16；腹鰭条数 I, 5；尾鰭分節軟条数 10+9（分枝状態

両種には眼球の大きさにも差があり，ユウスイミ

は未確認）；尾鰭背前部の不分節鰭条 8；尾鰭腹前

ミズハゼの方がやや小さいことを明らかにした．

部の不分節軟条 7–8；脊椎骨数 16+16=32．肋骨は，

この形質についてもやはり今回の観察個体で同様

第 3 腹椎骨以降の腹椎骨椎体につく．担鰭骨や上

の傾向が見られたが，金川ほか（2014）は眼球の

尾骨等は観察不能．

奥行きを測定しており，今回の眼径の値とは直接
比較できない．

体各部位の計測値を Table 1 に示す．体は細長
い蠕虫状．頭部も体もほぼ円筒形で，頭部は縦扁

以上の情報から，今回，A 型をユウスイミミズ

し，尾柄部は側扁する．下顎は上顎よりもやや前

ハゼ，B 型をナガレミミズハゼと同定した．A 型の

に突出する．上顎の後端は，眼の前縁を通る垂線

個体（1 個体）の脊椎骨数が既報のユウスイミミズ

よりもやや後方にまで達する．体に鱗はない．第 1

ハゼの値に合致しないことについては，それもま

背鰭はなく，第 2 背鰭は腎鰭とほぼ対在する．肛

た種内変異の範囲であると判断した．ミミズハゼ

門は背鰭起点を通る垂線よりやや前方に位置する．

属魚類では，脊椎骨数に変異幅が大きいものから

胸鰭に遊離軟条がない．左右の腹鰭は癒合して吸

それ程でもないものまで種により様々な状態が見

盤状となる．腹鰭長は胸鰭長の 54.9–65.0 %．頭部

られるが（明仁ほか in 中坊 , 2013），多かれ少なか

に感覚管がない．頭部の孔器配列は，明仁ほか in

れ若干の種内変異はある．ユウスイミミズハゼで

中坊（2013: 1560, fig. 7-3）が図示したナガレミミ

これまでに報告されていた値（全 27 個体の内の脊

ズハゼのものとほぼ同様である．

椎骨数が報告された 25 個体）は 15+15=30（1 個体）
，

70 % エチルアルコール保存下の標本では，体の

15+16=31（22 個 体 ），16+15=31（2 個 体 ） で あ り

地色はほぼ一様なクリーム色．両眼間より後方の

（Kanagawa et al., 2011；明仁ほか in 中坊 , 2013；金

神経頭蓋の背面，吻の背面や上顎前方，頤とその

川ほか , 2014），これに 16+16=32 が 1 個体加わって

やや後方にも，やや不明瞭な小黒色素胞が散在す

も，とくに違和感はない．

る．項部 – 背鰭起点間の正中線上に沿ってやや不

なお，観察標本では臀鰭基底の黒色斑の個数が

明瞭な黒色素胞からなる 3–4 個の暗色斑が一列に

ユウスイミミズハゼ（1 個）とナガレミミズハゼ（2

並ぶ．第 2 背鰭の第 5–6 軟条基部付近，臀鰭起部

個）とで異なっていた．これが実際に発生初期に

か 第 1–2 軟 条 基 部 付 近， 臀 鰭 の 第 5–6（SPMN-PI

おける両種の識別点になるか否かについても，追

43493）あ るい は第 6–7（SPMN-PI 43494）軟 条基

加の仔稚魚標本による検証が必要であろう．

部付近に，明瞭な黒色素胞が各々ひとつずつある．

ナガレミミズハゼが藁科川（安倍川水系）以外で，

尾柄部の腹中線状には，臀鰭基部のやや後方に大

それも河川河口域から採集された初めての事例で

型の黒色素胞がひとつある．黒色素が比較的よく

あるため，以下にその形態的特徴や生活史，保全

保存されている個体（SPNM-PI 43494）では，頭

に向けた配慮等について概要を記す．

部や体の背面に淡い黒色素胞がやや粗く散在する．
鰭はほぼ無色で，尾鰭中央の基部付近に数個の小
黒色素胞が散在する程度にすぎない．
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Table 1. Proportional measurements of two species of Luciogobius
L. fonticola		
			

備

SPMN-PI 43492

L. fluviatilis
SPMN-PI 43493

SPMN-PI 43494

Standard length (SL)		

21.3

20.1		

18.1

% of SL				
Head length			
Jaw length			
Snout length			
Eye diameter			
Interorbital width		
Body depth (at anal-fin origin)
Predorsal length			
Preanal length			
Preanus length			
Caudal peduncle length		
Caudal peduncle depth (least)
Caudal peduncle depth (greatest)
Length of dorsal-fin base		
Length of anal-fin base		
Length of pectoral fin		

28.3		
9.6		
7.3		
1.7		
4.9		
8.4		
70.2		
73.2		
69.7		
19.3		
6.5
7.7		
13.4		
11.1		
17.5		

24.0		
9.6		
6.2		
2.1		
3.6		
8.5		
70.5		
71.3		
65.1		
17.1		
7.2		
7.4		
15.9		
14.2		
18.2		

4.3
7.8
6.2
2.0
3.4
8.3
70.8
67.8
66.3
17.9
6.3
7.2
14.2
15.1
16.4

考

かし今回の事例により，近似種ユウスイミミズハ

ナガレミミズハゼの生活史に関する情報は，未

ゼと同様，駿河湾西部に注ぐ大井川・安倍川の両

だ断片的である．金川・板井（2009）は，安倍川

水系に生息するという地理的分布パターンが明ら

水系の藁科川中流域で礫に産着された卵塊と雄成

かとなった．ただし，今回の事例が単なる迷入で

魚，さらには流下仔魚を確認したことを報告した．

なく，実際に本種のまとまった個体群が大井川水

金川（2010）は，成熟卵で腹部が膨満した雌成魚

系内にいるのか，という疑問が残ることは否めな

の画像を紹介し，
「卵が孵化するまでオスが保護し，

い．それを明らかにするには，同水系の，とくに

孵化した稚魚はいったん海に下り，再び河川の中

中流域における詳細な生息実態調査が必要となる．

流域まで戻ってくるなどの生活史も次第に明らか

本種が伏流水性で，少なくとも成魚が河床に堆積

になってきた」と記した．

した礫中に潜むことを考えると，通常の採集調査

今回得られた個体はいずれも小型で，稚魚期の

で本種を確認することは難しい．安倍川水系の藁

特徴の一部と思われる大型の黒色素胞が背鰭・臀

科川では，第 2・3 著者（金川・國領）らが河川改

鰭基部に認められた．こうした個体は，従来知ら

修工事等の場に立ち合い，同種の保全に配慮した

れていた藁科川中流域産の標本（いずれも 24.2 mm

施工に向けて助言しつつ，その際に得られる同種

SL 以上の成魚か，河川流下中の仔魚）には含まれ

の生息状況に関する情報を少しずつ蓄積し続けて

ていない．おそらくは河川を溯上中の稚魚であり，

いる（金川ほか , 未発表）．大井川水系でも，藁科

本種が通し回遊魚である可能性を強く示唆するも

川での情報を参考に，とくに類似環境に焦点を絞っ

のである．この事例は，成熟卵をもった雌成魚や，

た調査が効果的となろう．近年その技術が急速に

産着卵とそれを保護していたと思われる雄成魚が

発達しつつある環境 DNA 分析を活用した調査
（e.g.,

河川中流域（ただし安倍川水系）で確認されてい

Miya et al., 2015；山中ほか , 2016）も，こうした伏

ることと合わせて，本種が両側回遊を行うとする

流水性魚類の生息を検知するための強力なツール

上記の金川（2010）の見解を裏付ける．

として期待される．

これまでナガレミミズハゼは，安倍川水系の一

本種が両側回遊性であるならば，成魚の生息環

支流・藁科川の中流域からのみ知られていた．し

境だけではなく，初期発生時の移動に関わる流程
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環境の保全にも配慮する必要がある．よって生息
環境保全が必要となる地域は，すでに成魚の生息
地が見つかっている安倍川水系では，上流側はナ
ガレミミズハゼ成魚が生息する水域（藁科川中流
域）周辺から，下流は河口部にまで及ぶ．大井川
水系でのナガレミミズハゼ成魚の生息実態調査は，
保全を要する地域の確定のためにも，喫緊の課題
となっている．
ナガレミミズハゼとユウスイミミズハゼは静岡
県固有の種である．その分布パターンは県内でも
極めて局所的で，確認例も限られている．この限
られた生息環境の状態がひとたび悪化すれば，こ
れらの種が地球上から姿を消すことにもつながり
かねない．河川管理者である国土交通省静岡河川
事務所は，「安倍川・大井川希少魚類保全対策連
絡会」を編成し，地域の研究者ら（著者らを含む）
と意見交換を行うとともに，河川工事においても，
両種の生息地の一部の施工を回避し，工事排水の
濁度や水素イオン濃度指数（pH）の上限となる基
準値を設けて現場管理する等，施工による生息環
境への負荷を低減するための様々な配慮を行って
いる．しかし第 2 著者らの現地調査では，生息地
での細粒土砂の堆積や，地下水の汲み上げに起因
すると思われる湧水の減少が確認されており，い
まだ生息環境の悪化が強く懸念される．現在の保
全対策が十分とは言えない状況下で，希少種とい
う面が必要以上に注目され，それによりマニアに
よる過剰な採集圧が生じてしまう状況等もあって
はならない．国や地方自治体等による適切かつ実
効性の高い保全対策が早急に施行されることを，
強く望む．

謝

辞

観察標本が採集された調査には，NPO 法人静岡
県自然史博物館ネットワークの板井隆彦氏に同行
いただいた．和歌山県立自然博物館の平嶋健太郎
氏には，和歌山県有田川産ミミズハゼ属魚類の標
本と軟エックス線撮影画像をお送りいただいた．
ここに記して篤くお礼申し上げる．本研究の一部
は日本学術振興会科学研究費基盤研究（C）
（研究
課題 / 領域番号：17K07900）によって行われた．

50

引用文献
浜崎健児・山田誠・青木美鈴・田中薫子・遊佐陽一・
保智己・和田恵次 (2014) 紀伊半島河川群における十
脚甲殻類・水生昆虫類・魚類の生息と流域環境との
関連性評価．Pages 75–101 in 和田恵次（編）
．特別
経費（プロジェクト分）事業 源流から河口域までの
河川生態系と流域閑居との連環構造 ―紀伊半島の河
川群の比較より―．平成 23・24・25 年度活動報告．
奈良女子大学共生科学研究センター．
金川直幸 (2010) ナガレミミズハゼ 発見早々、絶滅の危
機．Pages 186–187 in NPO 静岡県自然史博物館ネッ
トワーク（編）．しずおか自然史．静岡新聞社，静岡．
金川直幸・板井隆彦 (2009) 静岡県安倍川水系より得ら
れたナガレミミズハゼ（新称）．日本生物地理学会
会報 , 64: 69–77.
Kanagawa, N., T. Itai and H. Senou. (2011) Two new
species of freshwater gobies of the genus Luciogobius
(Perciformes: Gobiidae) from Japan. Bulletin of
Kanagawa Prefectural Museum (Natural History), (40):
67–74.
金川直幸・板井隆彦・瀬能 宏 (2014) 淡水産希少ミミズ
ハゼ属類似 2 種の識別．日本生物地理学会会報 , 69:
77–82.
環 境 省 (2017) 環 境 省 レ ッ ド リ ス ト 2017 の 公 表 に つ
い て． 環 境 省 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.env.go.jp/
press/103881.html）
（2018 年 1 月 28 日閲覧）
環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室 (2015)
レッドデータブック 2014 ― 日本の絶滅のおそれの
ある野生生物 ― 4 汽水・淡水魚類．ぎょうせい，東
京．口絵 1–8 +xxx+415 pp.
Miya, M, Y. Sato, T. Fukunaga, T. Sado, J. Y. Poulsen, K.
Sato, T. Minamoto, S. Yamamoto, H. Yamanaka, H. Araki,
M. Kondoh, and W. Iwasaki (2015) MiFish, a set of
universal PCR primers for metabarcoding environmental
DNA from fishes: detection of more than 230 subtropical
marine species. Royal Society Open Science, 2:150088
(DOI: 10.1098/rsos.150088)．
中坊徹次（編）(2013) 日本産魚類検索．全種の同定．
第三版．東海大学出版会，東京．xlix+2430 pp.
山中裕樹・源 利文・高原輝彦・内井喜美子・土居秀幸
(2016) 環境 DNA 分析の野外調査への展開．日本生
態学会誌 , 66: 601-611．

