
イドミミズハゼ Luciogobius pallidusは，ハゼ科
ミミズハゼ属の1種であり（明仁ほか，2000），

主に西日本の地下水や地下水が湧き出す海岸など
に生息する（吉田・道津，1989;  明仁ほか，2000）．
本種は水産庁では希少種に（藍澤，1998），環境
省のレッドリストでは準絶滅危惧 (NT) に指定（環
境省，2007）されているほか徳島県，和歌山県，
高知県，愛媛県などの地方版レッドデータブック
に掲載され，各地で生息数の減少が危惧されてい
る（徳島県版レッドデータブック掲載種検討委員
会編，2001;  玉田・中谷，2001;  岡村，2002;  高
橋，2003）．その一方で，イドミミズハゼをはじめ
ドウクツミミズハゼL. albusやネムリミミズハゼL.

dormitorisなど，地下水を利用するとされるミミズ
ハゼ属の生活史に関する知見は非常に少ない．ま

た，現在認識されているミミズハゼ類あるいはイ
ドミミズハゼには複数種，あるいは複数の地域個
体群が含まれていると考えられ（荒尾・藍澤，
2004;  金川ほか，2004;  鈴木・渋川，2004;  吉田
ほか，2006），生息環境の保全や種の保護という
点で多くの課題を残している．
今回，和歌山県東牟婁郡那智勝浦町で採集した
イドミミズハゼの水槽内繁殖に成功し，その卵お
よび仔稚魚の形態を明らかにすることができたの
で，ここに報告する．なお，本研究で扱うイドミ
ミズハゼは環境省のレッドリスト (2007) で準絶滅
危惧の指定を受けている．そのため，当該個体群
に対する調査の悪影響を配慮して採集は最小限に
とどめた．また，上記のような分類学的課題に対
して将来的に対応できるよう，本研究で用いた全
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Abstract The blind well goby Luciogobius pallidus lives primarily in groundwa-
ter or spring in the western part of Honshu Island, Japan. Morphological changes
and salinity tolerance of L. pallidus are described from artificially-reared eggs, lar-
vae and juveniles. Aquarium-held L. pallidus spawned eggs (long axis 2.2 mm,
short axis 0.7 mm) on 24 November 2003 (n�408) and 24 February 2004
(n�426), such being guarded in the nest by males. Newly-hatched larvae (3.0 mm
notochord length) had small yolks and many melanophores on the snout to caudal
region. Seventeen days after hatching (4.9 mm standard length), the notochord tip
projected upwards, and dorsal and anal fin rays appeared. After 30 (8.5 mm stan-
dard length) to 45 days (11.7 mm standard length), the larvae settled to the bottom.
Larvae and juveniles were able to survive in salinities of 10–20 psu, but quickly
succumbed in higher salinities (25–35 psu), such intolerance being a likely factor
limiting the spread of L. pallidus to off shore and more distant areas.
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ての野外採集個体（3個体）と飼育で得た個体の
一部（48個体）を和歌山県立自然博物館の登録
標本 (WMNH) として保管した．

2003年2月20日に和歌山県東
牟婁郡那智勝浦町二河の二河川河口域で採集した
標準体長10 mm前後のイドミミズハゼ3個体を飼
育して親魚として用いた (WMNH-2004-PIS.56)．
これら3個体はオス1個体，メス2個体で，計数形
質はTable 1のとおりであった．親魚として用いた
個体の脊椎骨数は 36–37で，頭長は標準体長の
20%前後，体高は標準体長の10%以下であった．
前述したようにイドミミズハゼには複数の未記載
種が含まれる可能性が指摘されているが，今回は
Fig. 1やTable 1のような形態をもつ種類に暫定的
にLuciogobius pallidusという学名を与えて稿を進
める．本種を採集した場所の塩分は5 psuであった．
イドミミズハゼの飼育は，和歌山県立自然博物館
で行い45�30�25 cmアクリル製水槽を用いた．飼
育水は，ポンプ付き外部フィルター（EHEIM ecco，
エーハイムジャパン株式会社）でろ過を行った．
水温はヒーターとサーモスタットで調整し，塩分
は屈光式塩分計（ATAGO社製）で測定し適宜調
整した．水槽内には産卵床として長さ120 mm，直

径9 mmの半透明のプラスチック製パイプを2本入
れた．そのうちの1本はパイプの端の一方を塞いで
あり，開いた側にはポンプからの水流が当たるよ
うに設置した．パイプ側面には直径1 mm以下の穴
をいくつか開けた．イドミミズハゼの飼育は，当
初純淡水で行った．2003年10月に飼育中のオス
の尾鰭基部を中心に尾鰭縁辺に向かって放射状，
あるいは同心円状に婚姻色と思われる黄色斑が現
れた (Fig. 1)．メスは卵巣が発達し，目視で確認可
能であった．オスの婚姻色の確認時から，飼育水
は採集時の塩分と同様の5 psuに設定した．
観察期間中に産卵は 2回確認され， 1回目は

2003年11月24日（408粒），2回目は2004年2月
24日（426粒）で，いずれも産卵床として設置し
たパイプの内壁に付着糸により付着していた．卵
は長径2.2 mm，短径0.7 mmの紡錘形であった．

仔稚魚を飼育するための至適塩
分を把握するため，1回目の産卵から得た孵化直
後の仔魚を塩分耐性実験に供した．500 mlビー
カーを用いて，塩分0–35 psuまで5 psu間隔で塩分
差をつけた8つの実験区をつくり，孵化仔魚をそ
れぞれ10個体ずつ飼育した．塩分が高い実験区へ
は10, 25 psuと段階的に1時間馴化させ，遊泳状態
が悪い個体を除いてから実験を行った．実験は10

日間行い，収容した仔魚の餌料として 1日 2回，
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Fig. 1. Lateral view of mature male Luciogobius pallidus. Dotted area of caudal fin indicates yel-
lowish matured color.

Table 1. Parental fish characters in Luciogobius pallidus collected from Nigogawa River, 
Wakayama Prefecture

No. SL D A P1 P2 VN HL/SL BD/SL

1 48.3 I, 10 I, 10 16 I, 5 37 (19�18) 17.6 8.1
2 44.2 I, 10 I, 9 16 I, 5 36 (19�17) 19.8 9.9
3 39.7 I, 9 I, 10 14 I, 5 36 (19�17) 20.1 7.2

A, anal fin; BD/SL, body depth/SL; D, dorsal fin; HL/SL, head length/SL; No., specimen number in Wakayama Pre-
fectural Museum of Natural History (2004-PIS.56-); P1, pectoral fin; P2, pelvic fin; SL, standard length (mm); VN,
vertebral number.



栄養強化した淡水クロレラ（スーパー生クロレラ
V12，クロレラ工業株式会社）を与えたシオミズ
ツボワムシを与えた．なお，実験区の塩分と仔魚
の摂餌の様子は給餌後に確認した．

仔稚魚の成長に伴う外部形態の
変化を観察するため，206個体の孵化仔魚を塩分
10 psuに設定した30lポリカーボネイト水槽に収容
して飼育した．水温はヒーターとサーモスタット
により22–24°Cの間に設定した．餌料として，初
期は栄養強化した淡水クロレラを与えたシオミズ
ツボワムシを，成長に従って日齢10から徐々に，
ブラインシュリンプArtemia salinaのノープリウス
幼生へと移行した．観察とスケッチのため，適宜
日齢ごとに仔稚魚を5%ホルマリンで固定した．観
察とスケッチは描画装置付きの実体顕微鏡
（Nikon社製）を用いた．

塩分 25 psu以上の濃度区 (25,

30, 35 psu) では，実験開始から24時間以内に全個
体が斃死した (Fig. 2)．また，塩分 5 psu以下 (5,

0 psu) では摂餌が認められたものの成長状態が悪
く，卵黄吸収をほぼ終えた孵化後3日目で全個体
が斃死した．残りの塩分10, 15, 20 psu区の10日後
の生残率は，それぞれ80%, 80%, 60%で成長も認
められた．

孵化仔魚は，脊索長 (NL)

3.0 mmで卵黄を持ち，既に口が完成していた (Fig.

3A)．眼は大きく眼径は頭長の43–44%で頭部側面
に位置し，肛門は脊索長の 3/5の位置に開いた．
筋節数は36であった．黒色素胞は，吻端から耳胞
付近をとおり消化管周辺を経て尾部へ帯状に連な
るものと，背面にある伸展黒色素胞が特徴的（鰾
から肛門までの位置に2つ，肛門から尾部にかけ
て1つから2つ）であった．また，黒色素胞は下顎
や鰾にも現れた．黄色素胞は，よく発達したもの
が頭部から肛門までの背面に2つ，肛門から尾部
背面に2つ現れた．孵化仔魚は正の走光性を示し，
流れに対して逆らって泳いだ．日齢5 (4.1 mm NL)

で油球を吸収した (Fig. 3B)．脊索末端の尾骨原基
付近に黒色素胞が現れた．日齢 17，標準体長
(SL) 4.9 mmで脊索末端の上屈はほぼ終了し，腹鰭
原基が現れた (Fig. 3C)．背鰭と臀鰭の鰭条が形成
された．背鰭と臀鰭の基部はほぼ同位置に対在し
た．頭部全体に黄色色素胞が薄く現れた．肛門は
体長の 7/10の位置へ移動した．日齢 30 (8.5 mm

SL)，腹部の膜鰭が完全に消失し，頭部は吻端が

丸みを帯びた (Fig. 3D)．胸鰭を含め全ての鰭条数
が揃い稚魚期となった．眼径は頭長の21–24%で
あった．背面に見られる大型黒色素胞の位置は変
わらず，脊椎骨下部に黒色素胞が集中して現れた．
また，この時期から稚魚は水槽の底面付近に留ま
り，摂餌以外は浮き上がる行動が減ったため，着
底を開始したと判断した．稚魚は，体をS字状に
曲げて水槽の底面で静止しており，エアーストー
ンやヒーターなどの障害物の陰へ密集して隠れる
行動を示した．この時期に換水作業の際，素焼き
の重いエアーストーンの下敷きになる事故が起こ
り，このような事故防止ため素焼きから木製のエ
アーストーンに変え，ヒーターは水底に着かない
位置に吊して固定した．また，障害物としてカー
ボン製の円筒を半分に割って入れた．ここまでの
生残率は，スケッチ等のためのサンプルを除いて
20%程であった．日齢45 (11.7 mm SL)，眼の退縮
が進んで眼径は頭長の12%以下になり，表皮が眼
の一部を覆った．眼の位置は頭部側面から背面側
に移動した (Fig. 3E)．体側中線付近に二次黒色素
胞が現れた．また，体側の胸鰭先端付近の体側中
線あたりに二次黒色素胞が現れた．しかし，これ
らの色素胞は肛門から尾部にかけて多く，頭部か
ら肛門にかけての色素胞は少なかった．体色は飴
色になり，臓器や脊椎骨などは外部から確認でき
なくなった．昼間（照明点灯時）は物陰に密集し，
夜間になると中層を泳ぎまわるなど夜行性が見ら
れた．日齢60 (14.0 mm SL)，飼育下であるため黒
色素胞が発達しており，野外で見られる個体に比
べて背面が灰色から褐色に変化した (Fig. 3F)．ま
た，眼も皮下に埋没しているものの，眼を覆う表
皮は薄く透明であるため肉眼でも良く確認できた．
今回の飼育で得た個体は，背鰭が1棘10–11軟
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Fig. 2. Larval survivorship in Luciogobius pallidus
under different salinity conditions during first 10 days
after hatching. �, 35 psu; �, 30 psu; �, 25 psu; �,
20 psu; �, 15 psu; �, 10 psu; �, 5 psu; �, 0 psu.
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Fig. 3. Morphological changes in reared larvae and juveniles of Luciogobius pallidus. A) hatched larva, 3.0 mm
in notochord length (NL), WMNH-2007-PIS. 66; B) 5 days, 4.1 mm NL, WMNH-2007-PIS.71; C) 17 days, 4.9 mm
in standard length (SL), WMNH-2007-PIS.78; D) 30 days, 8.5 mm SL, WMNH-2007-PIS.81; E) 45 days, 11.7 mm
SL, WMNH-2007-PIS.83; F) 60 days, 14.0 mm SL, WMNH-2007-PIS.84.



条，臀鰭が1棘11–13軟条，胸鰭は遊離軟条がな
く12–14軟条で野外から得た親魚に比べ若干鰭条
数が多い傾向にあった．腹鰭は1棘5軟条であり，
眼は黒色素胞を持つものの小さく，皮下に埋もれ
ていた．

イドミミズハゼの孵化後間もない仔魚は，塩分
25 psuを越える水域では生活できないため，河口な
どの汽水域から遠く離れて分散しないことが推測
できた．また，着底した個体は直後から物陰に隠
れたり，S字型の姿勢を取ったりと，成魚と変わ
らない行動を示した．これは，着底と同時に伏流
水などの地下水へ侵入し，着底後の他汽水域への
移動はないことを示すと思われた．本種は孵化後，
ほぼ1年で成熟し，晩秋から早春にかけて多回産
卵を行い，1回の産卵で400粒ほどの卵を産むこと
が明らかになった．吉田ほか (2006) の報告と比較
すると，孵化仔魚の膜鰭に微少顆粒が認められな
いこと，着底までの日数と体サイズ，至適塩分環
境，同じ成長段階における仔稚魚の黒色素胞の分
布に違いがみられた．黒色素胞の分布型はハゼ科
仔稚魚の分類形質として重要であり（塩垣・道津，
1988），今回の結果と吉田ほか (2006) の違いにつ
いては，さらなる比較と検討が望まれる．
今回イドミミズハゼを採集した和歌山県東牟婁
郡那智勝浦町の二河川周辺は，降雨量が多く伏流
水が豊富なうえ，温泉水が川床から湧き出す環境
にある（平嶋・中谷，2001）．イドミミズハゼは，
湧水付近の甲殻類の巣穴から得られており，この
ことは本種が淡水の影響を常に必要としている事
を伺わせる．

今回の研究に際し，文献資料や飼育餌料等の便
宜を図っていただいた宮内庁生物学御研究所の池
田祐二氏と藍澤正宏氏，和歌山県水産増殖試験場
の職員一同に深く感謝する．また貴重な資料をい
ただいた高知大学理学部の遠藤広光准教授，（有）
エコシステムの岡本　充氏，校閲に際し有意義な
アドバイスをいただいた編集委員と2名の査読者
に感謝する．
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