
急速に埋め立て事業が進行している沖縄島中
城湾の沿岸水域と，リゾート施設の開発で

環境の撹乱が危惧されている西表島のトゥドゥマ
リ浜（月ヶ浜とも呼ばれる）でネズッポ科魚類の
1種11個体が得られた．これらは口が横に大きく
開き，下唇上に多数の肉質突起がある，第1背鰭
が小さい等でEleutherochir（オオクチヌメリ属）
に同定される．Eleutherochirには世界で6種が知ら
れ (Nakabo, 1982)，日本からはオオクチヌメリ
E. opercularis (Valenciennes, 1837) とバケヌメリ
E. mirabilis (Snyder, 1911) の2種が報告されている
(Nakabo, 1983;  中坊，2000)．調査標本のうち，西
表島産1個体については吉郷・中村 (2002) により
オオクチヌメリとして報告されているが，沖縄島

産の標本も含めて詳細に検討した結果，フィリピ
ンをタイプ産地とし，日本水域からは未報告の
E. mccaddeni Fowler, 1941に同定されたので，ここ
に記載・報告する．
計数・計測方法は基本的にNakabo (1982) に
従った．計測にはノギスとディバイダーを使用し，
計測値は体長に対する百分率で示した．頭部側線
系の名称は中坊 (1983) に従った．なお，本報告に
用いた標本はすべて庄原市立比和自然科学博物館
(HMNH) と琉球大学理学部海洋自然科学科 (URM)

に保存されている．
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Abstract Eleven specimens of Eleutherochir mccaddeni Fowler, 1941 (Perci-
formes; Callionymidae) were collected in the Ryukyu Islands, from the surf zones
of sandy beaches on Iriomote and Okinawa Islands. The specimens were character-
ized by the following characters: first dorsal fin blackish with 4 spines; 10 to 11
(mostly 10) anal fin rays; lower jaw protruding anteriorly; 9 to 11 pairs of fleshy
papillae on lower lip; small brown and white spots scattered on back. Eleuthe-
rochir mccaddeni is not a junior synonym of E. opercularis (Valenciennes). This
occurrence represents the first record from Japan and the northernmost record for
the species, E. mccaddeni generally being limited to sandy beaches (i.e., beach
substrate not of coral reef origin). Such a habitat, however, is rare in the Ryukyu
Islands, still existing examples being seriously threatened by recent reclamation.
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Eleutherochir mccaddeni Fowler, 1941
クシヒゲヌメリ（新称）

(Figs. 1, 2)

記載標本 HMNH-P 3477，1個体，25.4 mm SL，
2001年8月15日，西表島トゥドゥマリ浜（沖縄県
八重山郡竹富町），吉郷英範採集；HMNH-P 7143，
1個体，36.9 mm SL，1997年 1月 8日，沖縄島中
城湾与那原海岸（沖縄県与那原町），太田　格採
集；HMNH-P 7144，1個体，38.8 mm SL，1997年
6月21日，沖縄島中城湾久場海岸（沖縄県中城村），
太田　格採集；URM-P 42118，1個体，26.3 mm

SL，1997年1月16日，沖縄島中城湾与那原海岸
（沖縄県与那原町），太田　格採集； URM-P

42119，3個体，21.2–29.4 mm SL，1997年 6月 21

日； URM-P 42120， 2個体， 26.4–34.2 mm SL，
1997年 7月 20日； URM-P 42121， 1個体， 38.0

mm SL，1997年8月2日；URM-P 42122，1個体，
30.9 mm SL，1997年 8月 19日，沖縄島中城湾久
場海岸（沖縄県中城村），太田　格採集．
識別的特徴 本種は第1背鰭が4棘で黒い，臀
鰭軟条数が10–11（1個体のみ11）である，下顎
縫合部付近の唇上には9–11対の肉質突起がある等
で同属他種と区別できる．
記載 第1背鰭4棘，第2背鰭9–10軟条，臀鰭

10–11軟条，胸鰭 i�18–19軟条，腹鰭1棘5軟条，
尾鰭分節軟条数 i–ii�6–7�ii�10．
各部位の計測値：臀鰭起部の体高 (10.3–13.4)，

頭長 (21.1–25.8)，吻長 (6.4–7.9)，眼径 (7.0–8.3)，
両眼間隔 (2.6–3.4)，上顎長 (7.1–8.5)，尾柄高
(6.1–7.1)，尾柄長 (11.5–13.4)，吻端・第 1背鰭起
部間距離 (32.2–35.0)，吻端・第2背鰭起部間距離
(45.8–49.4)，吻端・臀鰭起部間距離 (46.3–49.3)，
吻端・胸鰭起部間距離 (27.9–32.2)，吻端・腹鰭起
部間距離 (22.0–24.5)，第 1背鰭基底長(8.9–11.1)，
第 2背鰭基底長 (31.9–35.2)，臀鰭基底長 (39.6–

45.2)，腹鰭長 (17.5–20.4)，胸鰭長 (20.2–23.6)，尾
鰭長 (26.8–30.4)，背鰭第1棘長(9.1–10.0)，背鰭第
2棘長 (9.1–11.1)，背鰭第 3棘長 (8.7–10.1)，背鰭
第 4棘長 (7.9–8.7)，背鰭第 1軟条長 (10.2–10.8)，
背鰭最終軟条長 (11.6–12.2)，臀鰭第1軟条長 (9.3–

9.5)，臀鰭最終軟条長 (11.3–12.2)．
体はやや伸長する．頭部は縦扁するが，体は後
方に向かい側扁する．体高は第1背鰭中央部で最
大．吻部はよく縦扁し，先端は円い．鼻孔は吻の
中央に開孔し，やや楕円形である．眼は上位にあ
り，楕円形で吻長よりもわずかに大きい．両眼間

隔は眼径長より狭く，平坦である．口は端位で，
口裂はわずかに斜めとなる．下顎前端は上顎前端
よりもわずかに突出する．上顎後端は鼻孔と眼窩
前縁間の下に位置する．下唇には9–11対の1列に
並ぶ櫛状の肉質突起があり，各肉質突起は下顎後
部から前部に向かって次第に長くなる．上顎には
2列の小円錐状歯が不規則に並ぶ．下顎には前方
で2列，後方で1列の小円錐状歯が並ぶ．前鰓蓋
骨棘は基部外側に前向棘がなく，先端が上向きに
曲がり，内縁には2棘を備える．鰓蓋膜は大きく
後方に伸長し，胸鰭基部を覆う．
頭部側線系 (Fig. 2) はよく発達し，眼上管は鼻
孔前に開孔し，両眼間で接合して眼後部で眼下管
を分岐した後，眼後管につながる．眼下管は眼の
下縁に沿って伸び，眼の中央下で開孔して終わる．
眼後管は途中で前鰓蓋管を分枝した後，後頭管と
体側の側線へ連結する．前鰓蓋管は下顎後端下ま
で伸び，前鰓蓋骨棘上方で後方に向かう側枝をも
つ．後頭管は背面で連なり，後方に3つの開孔が
ある．鼻孔の下には短い眼前管がある．体側の側
線は胸鰭上部で背面から体軸に向かってゆるやか
に降下し，尾柄部背面に左右の側線を結ぶ連結枝
がある．
第1背鰭は小さく，第1–3棘はほぼ同長である

が，第4棘はやや短い．第2背鰭は第1背鰭よりも
高く，その縁辺はほとんどまっすぐである．第2背
鰭の軟条は最終軟条が基部から分岐することを除
いて不分岐である．第2背鰭起部は臀鰭起部より
もわずかに前方に位置する．臀鰭は最終軟条が基
部から分岐し，各軟条の先端も分岐する．尾鰭は
やや長く，後方にわずかに突出した円型である．
胸鰭は長く，その先端は臀鰭起部上方に達する．
胸鰭基底部は中央部で胸鰭先端方向に向かって鋭
く伸長する．胸鰭と腹鰭の間には鰭膜がない．腹
鰭の先端は肛門に達しない．
体色 鮮時の色彩は採集後に撮影した標本写真

（HMNH-P 3477およびHMNH-P 7144）に基づく．
背面は淡い朽葉色から亜麻色であり，腹面は真珠
光沢のある乳白色となる．下顎面はわずかに黄色
味を帯びる．背面には瞳孔大よりも小さな茶色と
灰白色の小斑が散在する．また，ホルマリン固定
後，アルコールに液浸された標本では，背面は淡
褐色，腹面は淡黄褐色となる．第1背鰭は黒いが，
棘条部はわずかに明るい．第2背鰭軟条は前方で
基部から3分の2，後方で半分の位置に連続する黒
小斑が1列並ぶほかは透明な灰色である．尾鰭に
は3本の淡い茶色の斜走横帯があり，西表島産の
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個体では後端部に2黒斑が見られる．第1背鰭を
除くすべての鰭の鰭膜は大部分が透明である．胸
鰭，腹鰭，臀鰭の各鰭条は透明な灰色である．な
お，西表島産の標本 (HMNH-P3477) では，体側に
側線の上下に7対の瞳孔大の茶色い小楕円斑があ
る．
分布 沖縄島中城湾（与那原町与那原；中城
村久場；本報告），西表島トゥドゥマリ浜（沖縄
県八重山郡竹富町；本報告，吉郷・中村 (2002)

ではオオクチヌメリとして報告）．フィリピンのレ
イテ島 (Fowler, 1941)．
生息状況 本報告で用いた沖縄島と西表島の標
本はいずれも水深1 m前後の砕波帯砂底で採集さ
れた．西表島のトゥドゥマリ浜では磯波帯付近の
砂底に形成された波紋（リップル・マーク）上で
見られ，個体を追うと砂中に身を隠した．
備考 調査標本は口が横に大きく広がることや
下顎縫合部付近の唇上に肉質突起を持つことか
ら，Nakabo (1982) のEleutherochir Bleeker, 1879と
Fricke (1983, 2002) のDraculo Snyder, 1911によく

あてはまる．EleutherochirとDraculoについては
Nakabo (1982) とFricke (1983, 2002) で属の扱い方
が異なっている．Nakabo (1982) は Draculoを
Eleutherochirの新参異名とみなし，同属中に6種
を認めた．一方，Fricke (1983, 2002) は Eleuthe-

rochirをE. opercularisただ一種の単型とし，この
種を除く 5種についてはDraculo mirabilis Snyder,

1911をタイプ種とするDraculoに含めた．Fricke

(1983) が示した EleutherochirとDraculoの相違点
は，前者では後者に比較して，両眼間隔が広い，
第2背鰭軟条先端が分岐する，下顎の肉質突起が
小さい，尾鰭の構造が非対称となる等である．
Fricke (1983) に従えば本種の形質はDraculoに帰属
することになるが，本報ではNakabo (1982, 1983)

に従ってDraculoをEleutherochirの新参異名と考え
た．
調査標本はE. mccaddeniの原記載 (Fowler, 1941)

に一致する．原記載図では臀鰭軟条先端が分枝し
ていないが，本種のホロタイプ (USNM 99435) の
臀鰭軟条先端は分枝している（David G. Smith博
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Fig. 1. Eleutherochir mccaddeni, A, HMNH-P7144, 38.8 mm SL, Kuba, Nakagusuku Bay, Okinawa
Island, lateral view; B, same specimen, dorsal view; C, HMNH-P3477, 25.4 mm SL, Toudumari
Beach, Iriomote Island.



士，私信）．よって，本報告では調査標本をE. mc-

caddeniと同定した．
Eleutherochir mccaddeniは4棘を備えた黒い第 1

背鰭があることでE. opercularisによく似ているが，
下顎が突出する（E. opercularisでは上顎が下顎よ
り突出する），下唇によく発達した9–11対の肉質
突起を備える（下顎先端部周辺のみにある），前
鰓蓋骨棘の内縁に2棘を備える（3–5棘），両眼間
隔が眼径より狭い（広い），腹面や腹鰭の色彩が
淡い（黒味が強い），臀鰭軟条数が10–11である
(9) 等により区別できる（ Fricke, 1983および
Nakabo, 1983を参照）．Fricke (1983) はE. mccad-

deniをE. opercularisの新参異名としたが，両種は
これらの形質により識別可能である．したがって，
両者は別種と考えるべきである．
本報告により E. mccaddeniと査定した標本は

Clathropus maugeiの原記載 (Smith, 1966) やFricke

(1983) のDraculo maugeiの記載にもよく似ている
が，Fricke (1983) とは背鰭の形状がやや異なる．
両種のシノニム関係を決定するためにはタイプ標
本を含む複数標本の比較に基づいた詳細な検討が

必要と考えられる．したがって，本報告では暫定
的に従来の見解にしたがい，E. mccaddeniと C.

maugeiを別種として扱う．
本種が確認された中城湾与那原周辺と西表島の
トゥドゥマリ浜は，ともに陸水の影響を受ける地
域であり，砂岩や泥岩起源の砂が主体の砂浜が形
成されている．通常，琉球列島の海岸で見られる
砂浜の多くは造礁サンゴや有孔虫などの生物に起
源するが，本種が確認されたような岩石起源の砂
浜は琉球列島では極めて限られている．本種の採
集地である与那原周辺やトゥドゥマリ浜のような
潮間帯環境では特異な貝類相が知られており（名
和，2000），これら貝類と同様にクシヒゲヌメリの
生息条件も砂浜海岸の底質に制限されている可能
性がある．しかし，この希少な環境を有する与那
原町の海岸は1998年に干拓事業によって消失し，
西表島のトゥドゥマリ浜についても大規模なリ
ゾート施設の建設が進められており，生息環境の
撹乱が心配される．

Eleutherochir mccaddeniには標準和名が提唱され
ていないため，沖縄島で採集された標本 (HMNH-

P7144) に基づき，下顎に櫛状に並ぶ一列の肉質突
起があることにちなみ，新和名「クシヒゲヌメリ」
を提唱する．
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