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Abstract   Two species of Amblygaster, A. leiogaster and A. sirm, are sympatrically 
distributed in the Ryukyu Islands and often caught by the same set net. Although both 
species are important resources for food and fishing bait, they are not distinguished by 
local fishermen. Since these two species are so similar to each other, identification errors 
have often occurred in publications. In this study, we re-evaluated the known identification 
characters (position of the dorsal fin, upper jaw length, number of gill rakers) and also 
searched for other distinguishable characters based on 52 specimens (110.3–226.0 mm 
SL) of A. leiogaster and 53 specimens (77.5–234.5 mm SL) of A. sirm. Amblygaster 
leiogaster is characterized by the origin of dorsal fin at the middle of snout tip and caudal 
fin base (predorsal length 48.5–52.6% SL), small upper jaw (26.2–35.7% HL), fewer gill 
rakers (31–36), dorsal sides of body blue when fresh, no oblique line above the upper 
jaw, while A. sirm is characterized by the origin of the dorsal fin closer to snout tip than 
caudal fin base (predorsal length 42.4–47.1% SL), larger upper jaw (32.2–38.7 % HL), 
more gill rakers (37–42), dorsal sides of body greenish blue when fresh, and an oblique 
line (greenish when fresh and black after being preserved) above the upper jaw. In addition, 
prevalence of Ryukyua globosa on two species of Amblygaster was examined based on 
128 specimens (120.3–211.3 mm SL) of A. leiogaster and 117 (122.5–159.0 mm SL) of 
A. sirm. No parasitic R. globosa were found on specimens of A. leiogaster. In contrast, the 
parasite was found only on specimens of A. sirm (total 85%) and its prevalence increased 
with host body-size.

*Corresponding author: Graduate School of Engineering and Science, University of the 
Ryukyus, 1 Senbaru, Nishihara, Okinawa 903–0213, Japan (E-mail:hiro@stoneforest.info)

ニシン科ヤマトミズン属魚類はインド・西太
平洋の熱帯域に広く分布し，ヤマトミズン

Amblygaster leiogaster（Valenciennes, 1847），ホシヤ
マトミズン A. sirm（Walbaum, 1792），A. clupeoides 
Bleeker, 1849の 3種からなる（Wongratana, 1980；
Whitehead, 1985）．本属魚類は背中線上の鱗が不
対であること，腹部稜鱗はキール状でなく，体
の断面がまるいこと，第 1鰓弓の下枝鰓耙数（以

下，鰓耙数）が 43以下であることなどの特徴を
もつ（Wongratana, 1980；吉野 , 1984；Whitehead, 
1985）．ヤマトミズンは Kishinouye （1908）によっ
て Clupea okinawensis Kishinouye, 1908として琉球列
島から記載報告されたが , この学名はWongratana
（1980）によって Amblygaster leiogaster （Valenciennes, 

1847）の新参異名とされた．一方 , 吉野（1984）は
ホシヤマトミズンを琉球列島から日本初記録とし

琉球列島におけるヤマトミズンと
ホシヤマトミズン（ニシン目：ニシン科）の判別と
マンマルウオノエ（新称）（等脚目：ウオノエ科）の寄生状況
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て報告した．両種はおもに定置網で漁獲され，多
くの場合，混獲されている．沖縄島では両種は区
別されずに，「読谷イワシ」または「ヤマトミジュ
ン」の名前で食用あるいは釣り餌として利用され
ている．両種は体側の黒色点列の有無，鰓耙数，
背鰭起部の位置，腹鰭の位置，上顎後端の位置
などで区別できるとされている（Chan, 1965–66；
Wongratana, 1980； 吉 野 , 1984；Whitehead 1985； 
Munroe et al 1999；青沼 , 2000）．しかし，上顎後
端の位置について Chan（1965–66）・吉野（1984）
と 青 沼 （2000） の 見 解 は 異 な り，Munroe et 
al.（1999）は 2種間に差がないとしている．また
Chan（1965–66），Wongaratana（1980），吉野（1984），
Munroe et al.（1999）では背鰭起部の位置を識別
形質としているが Munroe et al.（1999）の見解は
他と異なり，青沼（2000）ではこの形質につい
て言及していない．Chan（1965–66）は腹鰭前長
と腹鰭の背鰭に対する相対的な位置を記載して
おり，Wongaratana（1980）と Munroe et al.（1999）
は腹鰭の背鰭に対する相対的な位置が 2種で異な
るとしているが，上に挙げた他の文献では腹鰭の
位置については言及されていない．重要な識別形
質と考えられる生鮮時のホシヤマトミズンにみら
れる黒色点列は固定後には不明瞭になり，また，
これらの文献では上顎後端および背鰭起部の位置
などの判別基準に違いがみられることから，本属
魚類の種同定に混乱が生じている．
そこで，本研究では，琉球大学所蔵の琉球列島

産本属魚類標本の中に 2種を確認し，Chan（1965–
66），Wongratana（1980），吉野（1984），Whitehead（1985），
Munroe et al.（1999）， 青沼（2000）に従って，体側に
黒色点列が有るものをホシヤマトミズン，ないも
のをヤマトミズンとし，さらに詳細に両種の形態
を比較検討した．これまで両種の同定に使われて
きた上顎長，背鰭前長，腹鰭の位置，鰓耙数など
の形質の有効性を確認するとともに，より簡便な
同定形質の検討を行った．また，本研究で用いた
標本の一部からは，鰓腔内に寄生するウオノエ科
等脚類，マンマルウオノエ（新称）Ryukyua globosa 
Williams and Bunkley-Williams, 1994が報告されてい
ることから，本等脚類の寄生状況についても調査
した．

材 料 と 方 法

ヤマトミズンおよびホシヤマトミズン標本につ
いて，体長（吻端から下尾骨の後端まで），頭長
（吻端から主鰓蓋骨の後端まで），吻長（吻端か
ら眼窩前縁まで），上顎長（吻端から主上顎骨の
後端まで），背鰭前長（吻端から背鰭起部まで），
腹鰭前長（吻端から腹鰭基部まで）をノギスを用
いて 0.1 mm単位で測定した．そのうち，ヤマト
ミズン 30個体（体長 139.7–234.5 mm），ホシヤマ
トミズン 30個体 （体長 173.4–221.9 mm）につい
てはWhitehead（1985）に従って，鰓耙数（下枝
鰓耙数）を計数した．また，すべての個体におい
て，マンマルウオノエの寄生の有無を確認した．
寄生を受けた標本には鰓に特有の変形が認められ
たため，Ryukyua globosaの原記載者であるWil-
liams夫妻がマンマルウオノエを取り除いた標本
については，鰓の変形から寄生の有無を判断し
た．さらに，2008年 10月 25日に中城湾知念海
野漁港に大型定置網より水揚げされたヤマトミズ
ン 76個体（体長 120.3–211.3 mm）とホシヤマト
ミズン 63個体（体長 122.5–159.5 mm）について
も体長の計測とマンマルウオノエの寄生の有無を
確認した．本研究に用いた標本は一般財団法人沖
縄美ら島財団総合研究センター（URM-P；元琉
球大学海洋学科所蔵魚類標本）と琉球大学資料館
（RUMF；風樹館甲殻類標本）に保管されている．
本研究で用いた標本は以下のとおり．
ヤマトミズン（52個体，体長 110.3–226.0 mm）：

URM-P 7252，7253，2個体（体長 136.7, 126.1 mm）
石垣島，巻網，1979年 11月 17日；URM-P 21195，1
個体（体長 203.8 mm）沖縄県中城湾知念海野漁
港；URM-P 27634，1個体（体長 197.6 mm）沖縄県
漁連，1992年 5月 11日；URM-P 42078，1個体（体
長 165.6 mm）中城湾浜漁港，2003年 9月 28日；
URM-P 42192，42194，2個体（体長 230.5，234.5 mm）
浜 漁 港 2003年 12月 28日；URM-P 42789–42791，
42793–42797，42800，42801，42803–42806，14個体（体
長 195.5–232.7 mm）沖縄県漁連（座間味島より漁
獲），2003年 4月 16日；URM-P 43311–43316，43518，
7個体（体長 184.8–204.2 mm）沖縄県漁連（いゆま
ち），2006年 2月 7日；URM-P 43920，1個体（体長
224.3 mm）沖縄県漁連（いゆまち），2006年 9月 23
日；URM-P 44312–44326，15個体 （体長 145.6–225.4 
mm）中城湾泡瀬漁港，2007年 9月 12日；URM-P 
44512–44513，3個体（体長 173.8–191.6 mm），泡瀬
漁港（嘉手納より漁獲），2008年 5月 22日；URM-
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P 44605–44609，5個体（体長 77.5–92.6 mm），知念
海野漁港，2008年 8月 22日．
ホシヤマトミズン　（54個体，体長 77.5–234.5 

mm）：URM-P 1518，1520， 2個体 （体長 134.3，127.8 
mm）沖縄島，1963年；URM-P 7262，1個体（体長
135.3 mm）石垣島，1979年 11月 17日；URM-P 8391，
1個体（体長 137.8 mm）沖縄県漁連，1983年 12月
29日；URM-P 9405，9407–9416，9418，9420–9424，
9426-9434，26個体（体長 173.4–206.6 mm）知念海
野 漁 港，1984年 5月 22日；URM-P 100111–10013，
3個体 （体長 199.6–221.9 mm）那覇地区漁協；
URM-P 21201–21203，3個体（体長 175.1–196.1 mm）
知念海野漁港，1988年 5月 21日；URM-P 23855–
23857，3個体（体長 110.3–140.0 mm）西表島沖，
1971年 9月 11日；URM-P 23861，23862，2個体（体
長 140.0，135.4 mm）慶良間諸島，1971年 7月 8日；
URM-P 26586，1個体（体長 139.6 mm）沖縄県漁連，
1991年 10月 26日；URM-P 27635，1個体（体長 196.5 
mm）沖縄県漁連，1992年 5月 11日；URM-P 37755，
1個体（体長 174.1 mm）沖縄県漁連，1996年 3月 13
日；URM-P 38314，1個体（体長 212.4 mm）チービシ，
1997年 8月 14日；URM-P 42193，1個体（体長 209.7 
mm） 沖 縄 県 漁 連，2003年 12月 28日；URM-P 
42792，42798，42799，4280，4個体（体長 211.1–218.3 

mm）沖縄県漁連（座間味島より漁獲），2003年 4月
16日；URM-P 43921–43923，3個体（体長 197.4–226.0 
mm）沖縄県漁連（いゆまち），2006年 9月 2日；
URM-P 44511，1個体（体長 197.4 mm）泡瀬漁港（嘉
手納より漁獲），2008年 5月 22日．

結 果

ヤマトミズンとホシヤマトミズンの形態および
色彩　体長に対する頭長の割合は，ヤマトミズン
では 22.5–25.4%，ホシヤマトミズンでは 21.5–
23.5%であり，両種の間に違いがなかった．体長
に対する背鰭前長の割合は，ヤマトミズンでは
48.5–52.6%，ホシヤマトミズンでは 42.4–47.1%の
範囲にあり，ヤマトミズンの背鰭起部が吻端と尾
鰭基底のほぼ中間に位置していたのに対して，ホ
シヤマトミズンの背鰭起部は尾鰭基底よりも吻端
に近い位置にあった（Figs. 1, 2A）．頭長に対する
吻長の割合は，ヤマトミズンでは 30.4–35.6%，ホ
シヤマトミズンでは 29.0–34.2%であり両種に違
いがなかった．頭長に対する上顎長の割合は，ヤ
マトミズンでは 26.2–35.7%，ホシヤマトミズンで
は 32.2–38.7%と両種で異なっていた（Fig. 2B）．

Fig. 1.　Lateral view of two Amblygaster species (fresh specimens). A, A. leiogaster, URM-P 44512, 
191.6 mm SL; B, A. sirm, URM-P 44511, 197.4 mm SL. 

A

B
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吻長に対する上顎長の割合は，ヤマトミズンでは
体長 77.5–136.7 mmの小型個体では 100–112%で
あるものの，139.7 mm以上の個体では 82.4–98.3%
であり，ホシヤマトミズンの 101.3–125.0%より
も小さかった．また上顎後端は，小型個体を除く
ヤマトミズンでは眼の前縁に達しないのに対し
て，ホシヤマトミズンでは眼の前縁に達するかま
たは越えていた（Fig. 3）．両種の体長に対する腹
鰭前長の割合は，ヤマトミズンでは 49.4–54.5%，
ホシヤマトミズンでは 47.2–50.7%であり，腹鰭
基部はほぼ中央に位置していた（Fig. 4A）．鰓耙
数はヤマトミズンが 31–36（最頻値 32–33）であっ
たのに対して，ホシヤマトミズンでは 37–42 （最
頻値 41）であった（Table 1）．
また，ホシヤマトミズンでは，体側の黒色点列

が固定後，不明瞭になる個体もみられた．生鮮時
における両種の背側の体色は，ヤマトミズンでは
青色であるのに対して，ホシヤマトミズンでは青
緑色であった．さらに，調査した個体すべてにお
いて，ホシヤマトミズンは吻部の上顎上方に斜走

線を有するが，ヤマトミズンにはこの特徴はみら
れなかった．この斜走線は生鮮時には青緑色で，
固定後には黒色に変化するも消えずに残っていた
（Fig. 5）．

Fig. 2.　Proportional measurements of two Amblygaster 
species from Japan. A, relationships between standard 
length and predorsal length, B, relationships between head 
length and upper jaw length. Circles and triangles indicate A. 
sirm and A. leiogaster, respectively. Specimens parasitized 
by Ryukyua globosa indicated by a solid symbols.

Fig. 3.　Relationships between snout length and upper-
jaw length in Amblygaster sirm (circles), and A. leiogaster 
(triangles). Specimens parasitized by Ryukyua globosa 
indicated by solid symbols.

Fig. 4.　Proportional measurements of two Amblygaster 
species from Japan. A, relationships between standard 
length and prepelvic length, B, relationships between 
prepelvic length and predorsal length. Circles and triangles 
indicate A. sirm and A. leiogaster, respectively. Specimens 
parasitized by Ryukyua globosa indicated by solid symbols.
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Table 1.　Frequency distributions of lower gill raker counts in two species of Amblygaster from Japan.

Fig. 5.　Lateral views of head of two Amblygaster species. A, A. sirm, URM-P 44511, 197.4 mm SL 
(fresh specimen); B, A. leiogster, URM-P 44512, 191.6 mm SL (fresh specimen); C, A. sirm, URM-P 
43923, 220.8 mm SL (preserved specimen); D, A. leiogaster, URM-P 42797 232.7 mmSL (preserved 
specimen). Arrows indicated oblique line on snout area (greenish blue in fresh specimen, black in 
preserved specimen).

A B

C D

Species n
lower gill rakers

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

A. sirm 30 1 2 7 7 9 4

A. leiogaster 30 7 8 8 4 2 1
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寄生性等脚類マンマルウオノエの寄生率　調査
されたホシヤマトミズン 117個体（体長 77.5–
234.5 mm）のうち，99個体にマンマルウオノエ
の寄生が確認され，その寄生率は全体の 85%に
及んだ．これらを体長別に 5段階に分けた場合，
それぞれにおける寄生率は，140 mm未満の個体
では 66%であり，180 mm以上 200 mm未満の
86%を除いて，体長の増加にともない寄生率が
上昇した（Fig. 6）．ホシヤマトミズンの被寄生個
体の鰓腔内には，いずれもマンマルウオノエが雌
雄一対のペアでみつかり，雌が寄生していた鰓と
は反対側に雄が寄生していた．特に雌が寄生した
側の鰓では著しい鰓弁の消失がみられた（Fig. 
7）．
一方ヤマトミズンについては，調査された 128

個体（体長 110.3–226.0 mm）の鰓腔からは，マン
マルウオノエの寄生は 1例もなかった（Fig. 6）．
また鰓腔内に他の等脚類の寄生も認められなかっ
た．

考 察

本研究の結果，ヤマトミズンとホシヤマトミズ
ンにおいて，これまで有効な識別形質とされてき
た背鰭起部の位置，鰓耙数 , 上顎後端の位置で両
種を区別できることが再確認された（Table 1; Fig. 
2）．
ヤマトミズンの背鰭起部は吻端と尾鰭基底のほ

ぼ中間に位置していたのに対して，ホシヤマトミ
ズンの背鰭起部は尾鰭基底よりも吻端に近い位置
にあったことから，Wongratana（1980）と吉野
（1984）によるヤマトミズン（背鰭起部が吻端と
尾鰭基底のほぼ中間に位置する）とホシヤマトミ
ズン（背鰭起部は明らかに尾鰭基底よりも吻端に
近い）の記載を支持する結果となった．Chan
（1965–66）はそれまで同種として扱われることの
多かったヤマトミズンとホシヤマトミズンが上顎
の大きさ，鰓耙数，体側の黒色点列の有無で区別
されることを示すとともに，背鰭起部がヤマトミ
ズンでは吻端と尾鰭基底の中間に位置するのに対
して，ホシヤマトミズンでは明らかに尾鰭基底よ
りも吻端に近いことを指摘した．また，Kishi-
nouye（1908）は Clupea okinawensisを記載した際
に背鰭起部が吻端と尾鰭基底の中間にあるとして
おり，その特徴は本研究で用いたヤマトミズンの
形態と一致する．一方Whitehead（1985）と Mun-
roe et al.（1999）によるヤマトミズンの図では
Wongratana（1980）によるヤマトミズンの図（Plate 
83, fig. a）と比べ背鰭の位置が明らかに異なり，
体中央より前方にある．Munroe et al.（1999）が
ヤマトミズンの背鰭起部の位置を体中央よりかな
り前方と記載したのは，Whitehead（1985）に用
いられたヤマトミズンの図を元にしたものと考え
られる．しかし背鰭起部の位置について言及して
いる文献は少なく，多くの文献では 2種の同定形
質を鰓耙数と体側の黒色点列の有無のみとしてい
る（Whitehead, 1985；Kimura and Peristiwady, 2000；
Kimura et al., 2003）．
両種の腹鰭前長に関して，Chan（1965–66）は

腹鰭前長に対する体長の比をヤマトミズンでは
1.93–1.97（体長の 50.8–51.8%），ホシヤマトミズ
ンでは 1.98–2.03（体長の 49.3–50.5%）としてお
り，本研究での値（ヤマトミズンでは 49.4–
54.5%，ホシヤマトミズンでは 47.2–50.7% ）とほ
ぼ対応する．腹鰭基部はヤマトミズンでは背鰭起
部のほぼ直下，ホシヤマトミズンでは背鰭起部よ
り後方にあり，Chan（1965–66）の記載（ヤマト

Fig. 6.　Prevalence of Ryukyua globosa on two Amblygaster 
species in relation to length-class of fish. Proportion of 
specimens parasitized by Ryukyua globosa indicated in 
black.
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ミズンでは背鰭第 5–7軟条下，ホシヤマトミズン
では背鰭第 6–8軟条下）やWhitehead（1985）と
Munroe et al.（1999）の記載（ヤマトミズンでは
背鰭第 1–3軟条下，ホシヤマトミズンでは背鰭第
6–10軟条下）と若干異なるものの，同じ傾向で
あった．両種の腹鰭の位置にはほぼ差がなく，腹
鰭と背鰭の位置関係の違いは，おもに背鰭起部の
位置の違いによるものである（Figs. 2A, 4B）．
両種の鰓耙数は，ヤマトミズンでは 31–36，ホ

シヤマトミズンでは 37–42であり，吉野 （1984）
と青沼（2000）の記載（ヤマトミズンでは 31–36，
ホシヤマトミズンでは 38–42）とほぼ一致した．
Chan（1965–66）は両種の鰓耙数についてヤマト
ミズンでは 31–34，ホシヤマトミズンでは 38–42
であると報告している．一方で，Wongratana（1980）

はヤマトミズンでは 31–33，ホシヤマトミズンで
は 33–43，Whitehead（1985）はヤマトミズンでは
31–35，ホシヤマトミズンでは 33–43であると報告
している．一般的にイワシ類の鰓耙数は体長が小
さいほど少ない傾向にあり，Wongratana（1980）
が計数に用いたホシヤマトミズンの標本のうち，
鰓耙数が 33–35と少ないものは体長 50 mm以下の
6個体である（Wongratana, 1980, fig. 69参照）．こ
のためWongratana（1980）ではホシヤマトミズン
の鰓耙数が広い変異幅を示したと考えられる．ま
た青沼（2000）が図中でホシヤマトミズンの鰓耙
数を 33–43としているのはWongratana（1980）の
データを元にしたWhitehead（1985）を引用したも
のと考えられる．
吻長に対する上顎長の割合は，体長 136.7 mm

Fig. 7.　Left (A and C) and right (B and D) lateral views of head of Amblygaster sirm (URM-P 47368, 
234.1 mm SL, opercles removed), and dorsal (E) and ventral (F) views of female (left,   15.8 mm in body 
length) and male (13.7 mm in body length) Ryukyua globosa (RUMF-ZC-2068) from Zamami Island, 
Okinawa, Japan. (Photographs C and D after removal of R. globosa.) Bars indicate 10 mm.
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以下の小型個体を除くヤマトミズンで小さく
（82.4–98.3%），上顎後端が眼の前縁に達しないの
に対して，ホシヤマトミズンでは大きく（101.3–
125.0%），上顎後端は眼の前縁に達するかまたは
越えていた（Fig. 2B）． この結果は Chan（1965–66）
や吉野（1984）によるヤマトミズン（主上顎骨後
端が瞳孔前縁下に達しない）とホシヤマトミズン
（達するかまたはそれを超える）の記載とほぼ一
致し，青沼 （2000）によるヤマトミズン（上顎後
端は眼の前縁にかろうじて達する）とホシヤマト
ミズン（上顎後端は眼の前縁に達しない）の記載
とは異なった．Wongratana（1980）とWhitehead
（1985）は上顎後端の位置について言及しておら
ず，同定形質として認識していなかったものと考
えられる．Munroe et al.（1999）が両種とも上顎
後端は眼の前縁に達するとした記載は，White-
head（1985）の不明確な図に基づくものと考えら
れる．ホシヤマトミズンでは体側の黒色点列は不
明瞭な場合もあり，青沼（2000）の図中の鰓耙数
の記載では両種で重なる部分があることから，上
顎の大きさが最も重要な識別形質であった．しか
し青沼（2000）では，両種における本形質の特徴
を取り違えて記載している．畑・本村（2011）
は，上顎後端は眼の前縁にかろうじて達するとい
う特徴から，青沼（2000）に従って，鹿児島県か
らヤマトミズンを報告した．またこの鹿児島県産
標本の画像（畑・本村，2011：fig. 4）をみると背
鰭起部が尾鰭基底よりも明らかに吻端に近く，体
側には不明瞭ながら黒色点列が認められる．よっ
て畑・本村（2011）のヤマトミズンは，ホシヤマ
トミズンの誤同定と考えられる．
本研究で両種の識別形質として新たに見出され

た 2つの特徴として，生鮮時の背側の体色と上顎
上方の斜走線の有無があげられる．現在，漁業現
場や水産統計において，2種は区別されていない
が，生鮮時の背側の体色がヤマトミズンで青色で
あるのに対して，ホシヤマトミズンでは青緑色で
あるという特徴（Fig. 1）は，漁獲物を容易に判
別する指標として，今後，水産学的な研究におい
て有効と考えられる．またホシヤマトミズンで認
められた，上顎上方の斜走線（生鮮時は青緑色，
固定後は黒色）は固定標本も含めた本種の簡便な
同定形質として有効と考えられる．
今回の調査において，ヤマトミズンとホシヤマ

トミズンにおけるマンマルウオノエの寄生率は明
瞭に異った．調査したヤマトミズン 128個体では
寄生率は 0%であった．一方ホシヤマトミズンで

は，85%と非常に高い寄生率を示した．本等脚類
の寄生の有無は比較的容易に確認できることか
ら，ヤマトミズンとホシヤマトミズン 2種の判別
をするうえで有用な情報の一つになり得ると考え
られる．Williams and Bunkley-Williams（1994）は
マンマルウオノエを 18個体の沖縄島産標本と 1
個体の石垣島産標本に基づいて記載し，模式宿主
としてホシヤマトミズンを報告しているほか，石
垣島産の 1個体の宿主として，本研究では寄生率
が 0%であったヤマトミズンを報告している．し
かし，この石垣島産の標本は宿主から外された状
態で寄贈されたため（E. Williams氏，私信），彼
らは宿主魚を観察しておらず，同定の根拠が曖昧
である．加えて，本研究でも 2個体の石垣島産ヤ
マトミズン標本について調査を行ったが，マンマ
ルウオノエの寄生は確認できなかった．これらか
ら，原記載でヤマトミズンと記載された宿主魚
は，実際にはホシヤマトミズンであった可能性が
あり，今後より詳細に調査する必要がある．
キリバス共和国周辺海域のホシヤマトミズンで

は，耳石日輪の解析から成長率が明らかにされて
おり，体長は 3ヶ月で 75 mm，7ヶ月で 140 mm，
1年で 180 mmに達する（Milton et al., 1993）．本
研究では，体長 110–140 mmの個体におけるマン
マルウオノエの寄生率が 66%であり，体長 140 
mm以上ではほぼすべてが被寄生個体であったこ
とから，キリバス個体群と琉球列島個体群の成長
率が同じ場合，琉球列島産のホシヤマトミズンで
は生後 7ヶ月で 3分の 2がマンマルウオノエの寄
生を受けると考えられる．
琉球列島において，ヤマトミズンとホシヤマト

ミズンは同時に漁獲されることが多く，両種は混
群を形成していると考えられる．その中で，ホシ
ヤマトミズンのみからマンマルウオノエの寄生が
確認されたことから，マンマルウオノエはホシヤ
マトミズンを選択的に宿主としていると考えられ
る．また，Williams and Bunkley-Williams（1994）は
タイ産のホシヤマトミズン 2個体から Ryukyua 
circularisの寄生を報告している．マンマルウオノ
エと R. circularisの地理的分布についても今後の
研究が望まれる．

Williams and Bunkley-Williams（1994）はホシヤ
マトミズンの鰓から得られた寄生性等脚類を
Ryukyua globosaとして記載した際に，本種に対す
る和名を “Marui-to-kyaku-rui” とした．しかしこの
和名は総称としての等脚類と誤解される可能性が
あり，さらに英訳として circular isopodと記載さ
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れていることから，この和名は標準和名という認
識のもとに提唱されたものではないと判断され
る．本種はウオノエ科に属することから，本種の
標準和名としてマンマルウオノエ（新称）を，本
属の標準和名としてマンマルウオノエ属（新称）
を提唱する．なお，マンマルウオノエ RUMF-
ZC-2068 成熟雌 1 個体（体長：額角前縁から尾節
後縁まで 15.8 mm），成熟雄 1 個体（体長 13.7 
mm），宿主のホシヤマトミズン URM-P 47368（体
長 234.1 mm）［沖縄県漁連（座間味島より漁獲），
2005年 4月 16日採集］を新標準和名の基準標本
として指定した． 
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