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ホシノハゼ lstigobiushoshinonisとクツワハゼ

1. camPbelliの生活史*

塩原美倣・鈴木克美

Life History of Two Gobioids， Istigobius hoshinonis (TANAKA) and 

1. camJうbelli(JORDAN et SNYDER)， under Natural and Rearing Conditions 

Yoshihisa SHIOBARA and Katsumi SUZUKI 

Abstract 

Life history of Istigobius hoshinonis (TANAKA) and 1. campbelli CJORDAN et SNYDER) 

were studied under the water along the coast of Uchiura， Suruga Bay， and in the aquarium 

of the Marine Science Museum， Tokai University， from April to November， 1981. 

In the coast of Uchiura， two the gobioids inhabited rocky-boulder bottom from 3 to 

14m deep， and usually lived solitarily or in small schools close to crevices of rocks and 

under stones_ Numeral eggs were layed on the surface of the stone in the nest- The 

parent males were eager to care for the【 eggsuntil hatching. Spawning season of the 

gobioids extended from May to July， and the juveniles， attaining about 12 mm in total 

length， were found from mid-July. 

Fertilized eggs were demersal and elongate ovoidal in shape， and measured 1. 33~1. 45 

x O. 50~0. 55 mm in 1. hoshinonis and 1. 18~ 1. 27 x O. 50"-0. 55 mm in 1. campbelli in 

diameter. Hatching took place 102 hours in 1. hoshinonis and 95 hours in 1. campbelli 

after spawning at water temperatures of 24. 4~26. OOC_ Newly hatched larvae， measuring 

1. 75~2. 32 mm in 1. hoshinonis and 1. 87~2. 34 mm in 1. campbelli both in total length， 

occurred at various hours in the daytime in the aquarium. Larval characteristics of the 

present species bor巴 aclose resemblance with those of Acentrogobius pfiaumi (BLEEKER) 

(see Uchida and Dotsu， 1980). Successful results were obtained in larval rearing experi-

ment. Several individuals of the present gobioids grew and survived at the end of June， 

1982. They were kept for 394 days (1. hoshinonis) and 352 days (1. campbelli) in the 

aguanum. 

緒言

ホシノハゼ 1stigobius hoshinonis (T ANAKA) は千葉県以南の太平洋岸および長崎県から知られ

*東海大学海洋学部業績A第244号.受理1982年 9月22日.東海大学海洋科学博物館研究業績 No.67.
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Fig. 1. Istigobius hoshinonis (TANAKA)， ma!e， 83. Omm SL 

(above)， and 工 campbelli (JORDAN et SNYDER)， 

るが，採集記録は少なく，一方クツ

ワハゼ 1. campbelli (JORDAN et 

SNYDER)は千葉県以南，西表島まで

広く分布する(林ほか， 1981;ほ

か).ただしこの両種は体色・斑紋な

どが互いに類似し (Fig.1)，混同さ

れていた場合もあったようである.

ハゼ亜目魚類の生態・生活史に関

する既往の報告は内田(1932)以来

少なくはないが，ホシノハゼ，クツ

ワハゼ両種の生態・生活史は未報告

のようである.著者らは駿河湾内浦
ma!e， 66.0 mm  SL (be!ow)， from Suruga Bay. 

沿岸に生息する両種について，主と

して SCUBA潜水により野外観察，標本採集を行い，水槽飼育によって産卵生態 ・生活史などを

追求した.その結果興味ある知見が得られたので報告する.

材料と方法

予備調査によって両種の生息数が比較的多いと判断された内浦沿岸江梨地先を調査対象地と した.

1981年 4 月 ~11月には原則として毎月 1 回調査を行い， 調査日数は各国 1 日 ~2 日を当てた.

標本の採集は主としてカーテン状の網(自製，幅 2.3m，高さ1.5m)を用いた.ただし稚魚の

採集にはビニ ール袋および手網を使用 した.月例採集標本魚は採集後速やかに10%ホルマリン液浸

標本と し， 現地で外部形態の観察と計測を行った後，研究室において生殖腺重量を測定した. 生殖

腺の一部は常法により厚さ 6~8μm のパラフィン包埋切片標本と し， MEYERのへマトキシリン・

エオジン二重染色を施した.

上記月例標本とは別に1981年 4 月 ~6 月に同地点において活魚標本を採集し採卵用親魚とした.

親魚の飼育には水槽3個を用いた. うち 1個は周壁と天井が半透明プラスチック波板製の実験室に

置かれたアクリル水槽 (125x 65 x 95 Hcm， 790 l，温調装置付〉である.別の 2個は天然光の入射し

ない実験室に置かれ， うち l個はアクリル水槽 (117x 58 x 58 Hcm， 390 l，温調装置付)，他の 1個

はガラス水槽 (59x 28 x 33 Hcm， 50 のである. 3{固の水槽は単独循環滋過方式とした.水槽内には

産卵床と して表面の滑らかな石(径 1O~20cm) 数個をア ーチ状に組んで、置いた.水槽内で得られ

た卵塊は各国の産卵後に産卵床の石とともに取り出し，パンライト容器 (30l， 500 l)内に浮かべた

塩化ビニール製の水切寵(直径 35cm，深さ 20cm)に収容した.このパンライト 容器は，水温の

変動を防ぐ目的で親魚飼育水槽または大型の温調装置付水槽(容量 5000l)内に浮かべ，水温24.4

~26. O'Cに保持した. 卵塊の飼育は止水と し，エアーリ フトによる水流が卵塊に当るようにした.

仔魚のm浮出後も上記のパンライト容器でそのまま飼育を続け，エア ースト ーンによる弱L、通気を

行いつつ止水飼育とした.仔魚の飼育水には水質の安定を図るため，クロレラ海水を毎日10~15l

加え，飼育水の汚れに応じ適宜換水した. ~降化の翌日よりクロレラ処理を施したシオミズツボワム

シBrachionusplicatilis MORIを1日1回飼育水 1ml 当り1O~20個体与え， 解化25~26日後から

35日後までクロレラ処理のアルテミア幼生を併用投与した.

稚魚期以降はガラス水槽 (59x 28 x 33 Hcm， 50 l，単独滋過循環〉に移して飼育を続けた.稚魚
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にはアルテミア幼生に水道水でほぐした塩蔵タラコを加え投与し，以後成長に伴い魚貝ミンチ等を

問料とした.

結果

調査地点の海底の状態は概ね次のようであった.水深10m以浅は大小の転石〈直径 30~150cm)

が重積して岩礁底をおおう.水深1O~15mは砂底に大ノj、の転石が重積または散在する.水深15m以

深は転石が少なく，貝殻片の混じる単調な砂底となる.両種は水深 3~14m の主として転石聞に見

出される.

本沿岸の年間表水温は14~25'C である(静岡県， 1980). 

成魚の生息状態:本沿岸のホシノハゼ，クツワハゼは単独または数尾の群らがり状態で見出され，

いずれも露岩や転石聞の砂底上に静止する.両種聞のすみわけははっきりせず，互いに混じりあっ

た群らがりをつくる.露岩や転石を shelterとし，潜水者に対して遠くへ逃げることなく，追われ

た時は四散して近くの露岩や転石の下に潜む.

両種とも 5~7 月には雄のうち転石下の間隙を巣穴とする個体が見出された.これらの雄には巣

穴入口付近に静止したり巣穴内から砂を口中に含み運び出す行動が見られた.これらの雄は潜水者

が近付くと素早く巣穴の中にかくれた.潜水観察では産卵行動は確認できなかったが，クツワハゼ

の雄が静止する巣穴内に 2例の卵塊を確認した. うち 1例は長径 60cm，短径 30cm，他の 1例は

長径 30cm，短径 20cmでいずれも半ぽ砂中にうもれた表面の滑らかな転石下面に 1層に産着され

ていた.卵塊はほぼ円型(直径約 13cm，同約lOcm)，卵は償黄色であった.

雌雄の識別:ホシノハゼの雄は第 1 背鰭 4~6練間鰭膜上縁に 1 黒斑を有するが，雌にはこれが

なく雌雄の判別は容易である.一方クツワハゼの外部形態には雌雄差を認めにくい. しかし両種と

も一般に雄の腹鰭が黒色化を呈するためクツワハゼ、ではこれを目安として雌雄を判別した.

稚魚・若魚の生息状態:1981年7月に水深 6mの海底でホシノハゼの稚魚および若魚25尾 (7.7

~15.0mmSL)，クツワハゼの稚魚 1 尾 (6.8mmSL) を採集した.両種の稚魚・若魚は数尾~数十

尾の混成群を形成して転石聞の砂底上に静止する.成魚と同様 shelterとなる転石への依存傾向が

強く，追われると転石の陰に潜む.

成長と成熟度:1981年 4~11月の月例標本はホシノハゼ282尾 (7. 7~90. 9mmSL)，クツワハゼ

95尾 (6.8~75. 3 mmSL)である.

ホシノハゼでは4月の採集標本で50mm級のモードが認められた.以降あまり明瞭ではないがこ

のグ、ループは月を追って成長傾向が認められ， 7ヶ月後の11月のモード 70mm級に達する.一方

7月に初出の小型標本(稚魚・若魚 7.7~15. 0 mmSL)の成長は明瞭で， 7月のモード 10mm級

が11月には 40mm級に達し，成魚群との境界は不明瞭となる (Fig.2).従って本種では出生の翌

年性的成熟に達し，産卵後一部はさらに越冬して，翌々年まで生存するものと想定される.これら

の個体が再び産卵に加わるかどうかはこの資料で明らかでないが，飼育条件下では2年次にわたっ

て産卵が確認されている.

ホシノハゼの生殖腺指数 (GI=(GW jSL3) x 104， GW;生殖腺重量， SL;標準体長)平均値は

5， 6月に急上昇して 6月をピークにそれ以後は急減傾向を示した (Fig.3). 組織観察の結果に

よると58尾 (45.9~87. 6 mmSL)のうち， 5月には第三次卵黄球期， Il壬胞移動期の卵巣が出現し，

6~7 月は前成熟期の卵巣も出現する. 8月には卵黄球期の卵巣は少なし放卵後の無卵黄期の卵

巣が多くを占め， 9月の卵巣はすべて無卵黄期であった (Table1).上記の結果からホシノハゼの
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Fig. 3. Monthly change of average gonad index 

of 1. hoshinonis collected from Suruga 

Bay， 1981. Solid circles and line， female ; 

open circles and broken line， male. 

Fig. 2. Monthly change of standard length 

composition of 1. hoshinonis collected 

from Suruga Bay， 1981. 

Table 1. Monthly ovarian development in 1. hoshinonis from Suruga Bay， 1981. 

Stage 

Month SL (mm) Gonad index 
Yolk 恥1igrating Pre- Total 

Yolkless 
nucleus maturation I E E 

Apr. 47. 2~81. 5 o. 7l~ 2.00 4 1 。。 。 。 5 

May 45.9~67.7 1. 32~30. 46 。 4 6 3 1 。 14 

June 55.7~79.5 6. 13~39.15 1 。。 8 。 1 10 

July 46.1~87.6 0.83~17.04 1 。 2 10 1 1 15 

Aug. 46. 9~81. 6 O. 30~ 1. 85 7 。。 2 。 。 9 

Sep. 48.9~80.1 0.24~ 0.68 5 。。。 。 。 5 
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本沿岸における産卵期は 5~7 月で， 6月が盛期と判断される.一方クツワハゼで、は標本数の不足

により産卵期ははっきりしなかった.ただし前述の潜水観察および後述の水槽内産卵の結果から，

本種の産卵も夏期に行われることは確実である.

水槽内における産卵習性:ホシノハゼの産卵は雌雄各 1尾を収容したガラス水槽で1981年5月5

日 ~6 月 14日に 3 回行われた.上記とは別にアクリル水槽 1 個(雌雄各 2 尾を収容〉でも 5 月 11 日

~7 月 8 日に雌 2 尾が各 5 回合計10回産卵した.さらに別のアクリル水槽 1 個(雌雄各 1 尾を収容〉

では 6 月 21 日 ~8 月 6 日に 4 回の産卵が見られた.この水槽にはクツワハゼ雌雄各 1 尾が同居飼育

され，同種の産卵も行われていた(後述).ホシノハゼ雌 4尾 (80~92mm SL) の産卵間隔は 9~

29日で一定しない. 1回の産卵数は6，096粒， 8，988粒(17田中2回計数〉であった.

クツワハゼの産卵は雌2，雄1尾を収容したガラス水槽で1981年7月3日以降数回行われた.し

かし途中で雌の個体識別がつかなくなったため実験を中止した.その後，雌雄各 1尾を収容したア

クリル水槽で、同年 7 月 9 日 ~10月 1 日に10回の産卵が見られた.雌は 85mmSL であった. 1回の

産卵数は11，289粒 (10回中 1回計数〉であった.このアグリル水槽には上述のホシノハゼ雌雄各 1

尾が同居飼育されていた.産卵間隔はホシノハゼ同様一定せず 9~21 日であった.

ホシノハゼ，クツワハゼの産卵様式は互いに似て相違を認めがたい.次に両種の産卵習性につい

て一括記述する.

1. 求愛行動 産卵間近の雄はアーチ状に組まれた石の間隙を頻繁に出入するようになり，石の

下面の付着物を吻端で剥ぎとる掃除行動や，石の下面を腹鰭でこする行動が観察される.雌を見つ

けた雄はこれを激しく追尾した後，産卵床に戻り上述の掃除行動を続ける.追尾された雌は最初は

雄を回避するが，やがて逃避しなくなり雄が雌の前方に静止し尾鰭を小刻みに左右に振り，雌を産

卵床へ誘導する.雌がこれに反応しない場合は，雄は途中で産卵床へ戻る.上述の行動が繰り返さ

れた後，雌は雄に従い産卵床へ入るが，最初のうちは産卵床から抜け出す例が多い.このような場

合は雄は雌の前方で尾鰭を振り産卵床への誘導を試みる.やがて雌雄とも産卵床から離れなくなる.

産卵が近付いた雄の体色は黒色を呈L，腹鰭の黒化がとくに顕著である.さらに両種とも雄の頭

部，体側には輝青色の斑点が現われる.ただしクツワハゼで、は産卵間近かな雌にも輝青色斑点が出

現する.ホシノハゼの雌にはこれが現われない.両種とも雌には雄のような体色黒化は発現せず，

lとくにホシノハゼ、の雌は平常時とほとんど変らない.

2. 産卵行動 雌維が産卵床へ入った後，維には雌の頭部を噛む行動が観察された.雌雄とも生

殖突起がふくらんで明瞭に突出する.まず雌が背を下にして腹部の生殖突起を石の下面に当て，胸

鰭や尾鰭をゆっくり動かし前進しながら卵を産着する.雌が産卵を一時休止し水槽底に静止すると

雄が背を下にして産着卵群に放精する.

雄の放精後，雌は再び前述と同様に産卵し雄も同様に放精する.放卵・放精は繰り返し行われる.

時に雌の産卵中に雄が並行して放精したり，雌の後を追いながら放精する場合もある (Fig.4).雄

の放精後，雌の休止時聞が長くなる時は，雄は雌の頭部，背面を軽く噛み産卵を促す.また雄は胸

・背・尾鰭で産着卵群に水流を送る.

卵は直径または長径1O~15cm の卵群で石の下面に 1 層に産みつけられる.雄は産卵の終った雌

を産卵床から追い払い 1回の産卵が終了する.

3. 卵保護行動 追い払われた雌は産卵床から離れ，水槽の一隅または石の陰で静止する.一方

雄は牌化まで卵保護を行い，各鰭で卵群をあおり水流を起す動作を続ける.卵保護中の雄は卵群へ

近寄る他の個体に対してこれを激しく追い払う.騨化時には雄は各鰭で卵をあおって仔魚騨出を助

ける.



198 塩原美敵 ・鈴木克美

J 

4. Spawning of 1. campbelli in the 

aquarium. One female (back) and 

one male (front) release their 

gametes simultaneously. Notice 

their expanded external genital 

papillae 

Fig. 5. Development of eggs and larvae 

of工hoshinonis.

A. 8-cell stage， 1 hr. 45 min. after 

fertilization. B. Morula stage， 3 

hrs. 15 min. C. Formation of em-

bryonal body， 16 hrs. D. Appea-

rance of the optic and Kupffer's 

vesicles， 24 hrs. E. 6-myotome 

stage， 28 hrs. F. 12-myotome 

stage， tail elongates and parts 

from the surface of yolk， 36 hrs. 

G. Pigmentation appears in the 

eyes， 72 hrs. H. 22-myotome stage， 

tip of tail attains to the center of 

yolk， 96hrs. r. Newly hatched larva， 

102 hrs.， 2. 21 mm in total length. 

J. Pre-Iarva， 24 hrs. after hatching， 

2.72mm 
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親魚の飼育水温は17.9~26. 5
0

Cであった.

卵の形態:受精卵はホシノハゼで長径1.33~ 1. 45mm，短径O.50~0. 55mm，クツワハゼでは長

径1.18~ 1. 27mm，短径O.50~0. 55mm，ともに紡錘形の付着沈性卵で淡檀黄色の卵黄に多数の小

泊球を有する.卵は基底部の付着糸によって石の下面に密集して 1層に産着されて卵群を形成する.

これらの点は前述の野外観察の結果と同一で、あった.

卵内発生と仔・稚・若魚期:

1. ホシノハゼ卵内発生受精30分後， 2細胞期.受精1時間45分後， 8細胞期 (Fig.5 A). 

受精3時間15分後，桑実期 (Fig.5B). 受精16時間後，匠皮は卵黄を覆い，匠体がやや明瞭になる

(Fig. 5 C).受精24時間後，隈胞が形成され， K11p妊er氏胞も出現する(Fig.5 D).受精28時間後，

眼胞にレンズが形成され， 6筋節が認められる (Fig.5 E).受精36時間後，尾部は卵黄から離れ，

耳胞が出現， Kup妊er氏胞が消失する.匪体中央から後方にかけての腹面および体後方数筋節の背

面に黒・黄色素胞が樹枝状に拡張して重なり合い小塊を形成する. 12筋節が数えられる(Fig.5 F). 

受精48時間後，目壬体は伸長し屈曲する.受精72時間後，眼胞の黒化が始まり，旺体の伸長が顕著と

なる.卵黄の上方に擦が出現する (Fig.5 G). 受精96待間後，庇体の尾端は卵黄中央部付近に達

する.鯨上部に重なり合った樹枝状の黒・黄色素胞が出現する.多数の油球が卵黄内に認められる.

筋節数 20~24 (Fig. 5 H).受精102時間後，僻化が始まる.産卵回ごとの僻化開始時刻はまちま

ちで牌化所要時間も不定であった. ~降化は 1 日で終了する例が多かったが， 2~3 日に亘る場合も

あった.

前期仔魚 僻化直後，全長1.75~2. 32 mm，卵黄〈径O.20~0. 26 mm)内部に大小の油球が多数

認められる.筋節数21~25. 樹枝状の黒・黄色素胞が耳胞の後方に各 1 個，鰐上部に 1 群，体背面

に1群，体腹面に2群が重なり合う.肝臓下部と消化管下部に樹枝状黒色素胞がある.頭部は丸く

口は頭部先端に聞く. a工門が開く.膜鰭縁辺部を除く体表一面に穎粒が密在するが，煩雑になるた

め図からは省いた (Fig.5 1). 

僻化24時間後，全長2.56~2. 80 mm，卵黄を吸収しつくした個体も見出される.卵黄の残存する

個体の卵黄長径0.09mm またはそれ以下である.筋節数22~25. 吻がやや突出し，頭部はやや尖る.

樹投状の黒・黄色素胞は発達しで濃密に認められる(Fig.5 J). 

後期仔魚 騨化48時間後に全長2.68~2. 84 mm，筋節数22~26となり，卵黄は吸収しつくされ後

期仔魚期に入る.

解化10日後，全長3.05~4. 37 mm，筋節数24~26. 尾部後端下部に下尾軸骨原基が形成され，尾

鰭条原基も出現するくFig.6 A). 

醇化15日後，全長3.15~5. 64 mm，筋節数24~26，脊索末端が上屈し尾部棒状骨の形成が始まる.

背鰭に 6~8 ，管鰭に 7~9 ，尾鰭に13~15の鰭条原基が数えられる.胸鰭基部下方の腹面に腹鰭

原基が出現する.体側の樹枝状黒・黄色素胞は凝集して濃密となる.眼球下方の鱈蓋骨下部に 1個，

尾鰭基部に 2群の樹枝状黒色素胞が出現する (Fig.6 B). 

解化20日後，全長3.19~6. 18 mm，脊索が骨化し脊椎骨となる.脊椎骨数26，神経練，血管椋も

出現する.各筋節にW字型の屈曲が認められる.各鰭が形態を整え始めるが，第1背鰭と麗鰭は未

発達である.第 2 背鰭 8~10，脅鰭 6~9 ，尾鰭15~18の各鰭条が数えられるが，練と軟条を識別

できない (Fig.6 C). 

稚魚 僻化30日後，全長6.77~10. 27mm，脊椎骨数26，擦は僻化20日後の仔魚期よりも縮小する.

樹枝状黒・黄色素胞は凝集し塊状または粒状となり，多数の両色素胞が重なり合った小塊が体表に

出現する.第 1 背鰭 6赫，第 2 背J鰭 1 腕 9~1l軟条，骨鰭 1 練 9~10軟条となり本穫の各鰭条定数
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Fig. 6. Development of larvae， juveniles and young of 1. hoshitlotlis. 

A. Post-Iarva， 10 days after hatching， 3.61 mm in total length. 

B. Post-Iarva， 15 days， 3. 94mm. C. Post-Iarva， 20 days， 4. 98mm. D. 

Juvenile， 30 days， 9.77 mm. E. Juvenile， 45 days， 14.88 mm. F. 

Y oung， 100 days， 29. 00 mm. 

にほぼ達し，初期稚魚期に入ったものと判断された (Fig.6 D). 

解化45日後，全長12.67~16. 24 mm，体は不透明となり，黒 ・黄色素胞の発達が著しい. 本種の

種徴となる，体側斑紋と背部鞍状斑が形成される (Fig.6 E). 

若魚 勝化100日後，全長 23.7 ~42. 2 mm，吻端部が上顎よりやや突出 し， 鱗が形成され，成魚

.とほぼ同ーの形態となり，若魚期に入ったものと判断された (Fig.6 F). 

2. クツワハゼ 卵内発生 産出卵を確認し観察を開始した時点では，すでに桑実期に達してい

た (Fig.7 A).桑実期より 5時間後，護庇期となり匠盤葉が卵黄表面に沿って拡がる (Fig.7 B). 
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Fig. 7. Development of eggs and larvae of工 campbelli.

A. Morula stage， just after the eggs discovered. B. Gastrula stage， 5 hrs.， 

after the morula stage. C. Formation of embryonal body， 9 hrs. D. Ap-

pearance of the optic and Kupffer's vesicles， 12 hrs. E. 3-myotome 

stage， 14 hrs. F. 12-myotome stage， tail elongates and parts from the 

surface of yolk， 23 hrs. G. Pigmentation appears in the eyes， 59 hrs. 

H. 22-myotome stage， tip of tail attains to the center of yolk， 89 hrs. 

1. Newly hatched larva， 95 hrs.， 1. 96 mm in total length. J. Pre-larva， 

24 hrs. after hatching， 2. 05 mm. 
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同9時間後，Jff皮は卵黄をほとんど覆い，Jff体がやや明瞭になる (Fig.7 C). 同12時間後，限胞

が形成され， kup妊er氏胞も出現する (Fig.7 D). 同14時間後， 3筋節が認められる(Fig.7 E). 

同23時間後，尾部は卵黄から離れ，耳胞が出現， Kupffer氏胞が消失する.12筋節が数えられる

(Fig. 7 F).同29時間後，Jff体は伸長し屈曲する.同59時間後，眼胞の黒化が始まり，擦が出現す

る.旺、体中央から後方にかけての腹面および体後方背面に樹校状黒・黄色素胞の重なり合った小塊
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Fig. 8. Development of larvae， juveniles and young of 1. campbelli. 

A. Post-larva， 7 days after hatching， 3.39 mm in total length. B. Post-larva， 20days， 

4.63 mm. C. Post-larva， 25 days， 5.80 mm. D. Juvenile， 30 days， 8.49 mm. 

E. Juvenile， 45 days， 18.30 mm. F. Young， 100 days 30.80 mm. 
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が出現する (Fig.7 G). 同89時間後，匪体は伸長して尾端は卵黄中央部付近に達する.匪体背腹

面の黒・黄色素胞は顕著な樹枝状を呈し密集する.眼は完全に黒化し，胸鰭が形成される.多数の

油球が卵黄内に認められる.筋節数22~24 (Fig.7 H).同95時間後，僻化が始まる.ホシノハゼ、同

様，産卵回ごとに癖化開始時刻はまちまちで騨化所要時間も不定であった.9際化は 1日で終了する

例が多かったが， 2~3 日に亘る場合もあった.

前期仔魚 僻化直後，全長1.87~2. 34 mm，卵黄〈径O.25~0. 27 mm)内部に大小の油球が多数

認められる.筋節数22~25，耳胞後方に黒色素胞がなく，体背面の黒・黄色素胞が少ない他はホシ

ノハゼの同時期仔魚に良く似た形状で、ある (Fig.7 1). 

騨化24時間後，全長2.37~2. 88mm，ほとんどの個体で卵黄は吸収されている.体背面の樹枝状

黒・黄色素胞は消失する.筋節数 24~26 (Fig. 7 J). 

後期仔魚 醇化48時間後に全長2.52~3. 07 mm，筋節数23~26. 卵黄は吸収され消失し後期仔魚

期に入る.

解化7日後，全長3.38~3. 97 mm，筋節数23~26，尾部後端下部に下尾軸骨原基が形成され，尾

鰭条原基も出現する(Fig.8 A). 

僻化20日後，全長4.07 ~5. 48 mm，筋節数24~26. 脊索末端が上屈し尾部棒状骨が形成される.

背鰭に 6~7，脅鰭に 7~8. 尾鰭に14~17条の鰭条原基が出現する.胸鰭にも 11~13の鰭条が数

えられるが図では省いた.胸鰭基部下方の腹面に腹鰭原基が出現する.尾部腹面の樹枝状黒・黄色

素胞は凝集しで濃密となる(Fig.8 B). 

1降化25日後，全長5.73~7. 18 mm，脊索が骨化し脊椎骨となる.脊椎骨数26.神経線，血管練も

出現する.各筋節にW字型の屈曲が認められる.各鰭の形態を整え始めるが，第一背鰭と腹鰭は未

発達である.第 2 背鰭 9~1O.脅鰭 8~9. 尾鰭18~20の各鰭条が数えられるが，車京と軟条を識別

できない.体腹面の色素胞は凝集し，腹鰭基部前方の腹中線上に樹枝状黒色素胞が出現する(Fig.8

C). 

稚魚 静化30日後，全長 8.19~ 13. 30 mm，脊椎骨数26. 色素胞は凝集し，塊状または粒状とな

る.第 1 背鰭 5~6 ，第 2 背鰭 1 糠 9~10軟条，管鰭 1 練 8~9軟条となり本種の各鰭条定数にほ

ぼ達し，初期稚魚期に入ったものと判断された (Fig.8 D). 

僻化45日後，全長15.9~22. 0 mm，体は不透明となり，黒・黄色素胞の発達が著しい.本種の種

徴となる体側のモザイク斑が形成される (Fig.8 E). 

若魚 僻化100日後，全長 24.5~34. 4 mm，吻端部が上顎より突出し，鱗が形成され，成魚とほ

ぼ同ーの形態となり，若魚期に入ったものと判断された (Fig.8 F). 

仔魚の飼育水温は24.4~26. O'C .稚魚、および若魚の飼育水温は18.2~26. O'Cであった.

両種とも1982年 6月30日まで継続飼育中でホシノハゼは牌化394日後，クツワハゼ、は同352日後に

達した.

育成中の仔魚および稚魚・若魚の遊泳行動 両種とも静化直後の仔魚は間欠的に斜め上方に向か

つて泳ぎ，次第に水面直下に集まるが人工照明に対する正の走光性は認めがたい.卵黄を吸収しつ

くした仔魚は水面近くから中層付近まで拡がり浮遊する.後期仔魚は飼育容器内の中層から器底付

近まで活発に移動する.初期稚魚は遊泳，着底を繰り返し，後期稚魚および若魚は水槽底の一隅ま

たは石の周囲に群らがる.
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論議

ホシノハゼ，クツワハゼの卵は先端が円く基部がやや細い紡錘形で，道津(1979)のハゼ類卵型

分類ではウキゴリ Chaenogobiusannularis GILL，イサザ C.isaza T ANAKA と同型の“3"に属

する.大きさはハゼ類卵中では中庸の大きさで本報告の 2種の受精卵はハゼ類の一般的な形状を有

する.本邦産ハゼ類でこのような大きさの卵を産出する種類は30数種が知られる(内田， 1932;中

村， 1942けまか).うち親魚の体長が本2種とほぼ同大の種にはキヌパリ Pterogobiuselapoides 

(GUNTHER) 91~110 mm (道津・堤， 1959)，タビラクチApocryptodonbleekeri (DAY) 54~81 mm， 

(道津， 1961)，オオミミズノ、ゼ、 Luciogobiusgrandis ARAI 50~90 mm (塩垣ほか， 1974)，ヤリ

ミミズハゼ L.ρlatycephlusSHIOGAKI et DOTSU 50~80mm (塩垣・道津， 1977)の4種がある.

このうち 1卵群卵数が知られる種はキヌパリの1，800粒およびヤリミミズハゼの528粒である.他の

2種の卵数は卵巣卵を計数したもので，タピラクチ9，196粒，オオミミズハゼ3，616粒とされている.

これらハゼ類の卵巣は非同時発生型と看倣されるのであるが，いずれにしても本2種の 1卵群卵数

はこれら既知の 4種に比べて著しく多数である.

本邦産ハゼ類のうち Istigobius属は本報告の 2種のほかカザリハゼ、 1.ornatus (RUPPELL)，ヒ

メカザリハゼ 1.spencel (SMITH)，オキカザリハゼ 1.aetuaris (SMITH) の3種が知られる(林ほ

か， 1981). しかしこの 3種の生活史は未知である.ホシノハゼとクツワハゼの仔魚の形態は別属

のスジハゼ Acentrogobiuspflaumi (BLEEKER) (内田・道津， 1980)と良く似て，本2種の騨化直

後の仔魚では大きさがスジハゼのそれ (2.6~2. 8 mmTL) よりやや小さいが，卵黄内に多数の油

球があり耳胞基底後方と体尾部背縁部に黒色素を有するなどの共通点がある.これらの形質はスジ

ノ、ゼの僻化直後仔魚の特徴とされてきたものである(内田・道津， 1980). この 3種の鮮化直後仔

魚ではその他の黒・黄色素胞の出現位置も互いに類似する.また後期仔魚期における各形質の発達，

分化，色素胞の位置などに類似点が多く 3種聞の弁別は困難なようである.森 (1978)は腹鰭基底

直後方の逆V型色素の有無，脅鰭両側の色素の形状と数が安定形質として種の査定に役立つとした

が，この点での比較検討はできなかった.

解化30日後にホシノハゼ全長6.77 ~1O. 27 mm，クツワハゼ全長8.19~ 13. 30 mmに達して稚魚期

に入った.中卵から醇化する仔魚は 1~2 ヶ月の浮遊生活を経て底生生活へ移行するとされ(道津，

1979)，従って1981年7月15日に内浦沿岸の水深6mで採集されたホシノハゼ (9.3~18. 8 mmTL) 

およびクツワハゼ (8.5mmTL)の稚魚・若魚は両種とも 6月上~中旬に生まれ，解化後30日以上

を経過した個体と看倣される.
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