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Taiga Kunishima*， Hirotoshi Saimaru and Katsunori Tachihara. 2014. The microhabitat 
use of Pseudogobius javanicus and P. masago at Sashiki tidal flat， OkinawaづimaIsland， 
Japan. Japan. J. Ichthyol.， 61 (2): 59-67. 

Abstract Fishes of Pseudogobius， distributed widely in the Indian and West Pacific 
Oceans， are represented by 3 species (P. javanicus， P. masago， Pseudogobius sp.) in 
Japanese waters. Although P. javanicus is a common species at OkinawaてjimaIsland， 
P. masago is scarce and listed as“Vulnerable" in the Red List of th巴 JapanMinistry of 
Environment. In the present study， micro一habitatuse (water tempera旬re，salinity， water 
depth， flow velocity， median grain size and substratum hardness， percentage of mud， and 
percentag巴sof litter cover and stone cover) by P. javanicus and P. masago were examined 
in 72 quadrats on Sashiki tidal flat， Okinawa寸imaIsland， from May to September 2013. 
In total， 36 P. javanicus and 97 P. masago were collected， the species occurring in 8 and 
16 quadrats， r巴spectively.A significant difference in quadrat occupation was apparent 
between the species. The relationships betw巴ennumber of individuals of each species 
and environmental factors were analyzed using generalized linear models. Water depth， 
percentage of litter cover and median grain size (for P. jαναnicus)， and substratum hardness， 
saliniちら andpercentages of stone cover and mud (for P. masago) were significant factors in 
the t巴ntop models. In particular， the presence of both species was a質的tedby substratum 
condition (percentages of litter and stone)， which may be related to predation risk. The 
results demonstrated that microhabitat uses of the two species were different. However， 
the Sashiki tidal flat includes suitable environments for both P. javanicus and P. masago at 
present， the accumulated soft substratum being preferred by both species. It is important， 
however， for continued conservation ofboth species， that landfills and riverbank revetment 
works around Nakagusuku Bay be kept to a minimum， in order to provide and prevent an 
outflow of soft substratum to the tidal flat. 

*Corresponding author: Graduate School of Engineering αnd Science， Universify of the 
R卯~kyus， 1 Senbαru， Nishihara， Okinawa 903-0213， Japan (e-mαil: taigakunishima@ 
gmail.com) 

干潟域は，潮の干満にともなって冠水と干出

を繰り返す平坦な砂泥地の干潟(潮間帯)

とその前縁に広がる浅瀬(潮下帯)から構成さ

れる(加納， 2006). これまで干潟域では，鳥類

から微細な生物まで様々な分類群に関して，多く

の研究が行われてきた.特に日本やオーストラリ

アでは魚類に関する研究が多く，水産重要種や絶

滅危倶種を含む様々な魚類にとって重要な成育場

や生息場所となっていることが報告されている

(Meager et al.， 2005 ;内田ほか， 2008; Okazaki et 

al.， 2012a， b). 一方，これまで干潟域の重要性が

訴えられてきたにも関わらず，日本各地で干潟域

の大規模な埋め立てが継続的に行われており，そ

の総面積は減少し続けている(花輪， 2006). 沖

縄県は都道府県別で 8番目に広い干潟面積 (2317

ha) をもつが(環境省， 1997;藤井， 2001)，沖
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縄島では 1978-1992年にかけて約 38%の干潟が

埋め立てられ，現在も大規模な埋め立てが進行中

である(花輪， 2006). 特に島の中部に位置する

中城湾では， 1990年代以降急速に埋め立てが進

行し(環境省， 2002;花輪， 2006)，それにとも

なう土砂の堆積や赤土と排水の流入によって，干

潟域の環境は悪化の一途をたどっている.

ハゼ科スナゴ、ハゼ属Pseudogobiusは，インド・

西部太平洋の温帯から熱帯域に広く分布し，日本

からは，屋久島，種子島以南の琉球弧を中心に分

布するスナゴ、ハゼ、Pjavanicus，本州の東北地方か

ら沖縄島に分布するマサゴ、ハゼ、 Pmasago，石垣島

と西表島に分布するコクチスナゴハゼPseudogobius

spの3種が知られている(中坊， 2013).スナゴ

ハゼ、は沖縄島に広く生息するが，本種に関する知

見は，西表島における簡単な生息状況と食性，タ

イ南部で採集された稚魚、の記載のみと少ない

(林 ・伊藤， 1978; N叫 oet al.， 2008 ; Yokoo et al.， 

2008) .また生息環境に関して，河口域やマング

ロープ域に生息することが知られるが(鈴木 ・渋

川， 2004)，沖縄島における詳細な知見は皆無であ

る.

一方マサゴ、ハゼ、は，東京都，兵庫県，高知県，

愛媛県，鹿児島県，熊本県，長崎県，沖縄県の

レッドリストおよびレッドデータブ、ツクに掲載され

(高知県， 2002;愛媛県， 2003;兵庫県， 2003; 

立原，2005;熊本県，2009;東京都， 2010;長崎

県， 2011;徳島県， 2014;鹿児島県， 2014)，環

境省版レッドリストにおいても「絶滅危慎 E類

(VU)Jに指定されている(環境省， 2013). 本州

における本種の知見は，九州北部および瀬戸内

海，三重県揖斐川における生活史，神奈川県多摩

川における食性と出現個体の季節変動，干潟の利

用法に関する報告，熊本県天草における食性など

があるが(道津， 1958;伊藤 ・向井， 2007;内田ほ

か， 2008; Okazaki et al.， 2012a， b ; Kikuchi and 

Yamashita， 1992)，沖縄島においては，環境省と沖

縄県版レッ ド、データブ、ックで、仔稚魚の出現時期と産

卵期の推定がなされているのみである(細谷，

2003 ;立原， 2005). また，奄美大島の個体群は，

本州のものと遺伝的に異なる可能性が指摘されて

おり(米沢 ・岸野，2003)，沖縄島の個体群も同様

に，本州のものと異なる可能性がある(細谷，

2003 ;立原， 2005).両種は干潟域に依存して生息

しているととから，干潟生態系の保全や自然再生

の観点からも，それぞれの地域において両種の生

息環境についての詳細な知見を得ることが重要で

ある.しかし，沖縄島における両種の生息環境に

関する知見は皆無である.

沖縄島の円水域や干潟域には両種が同所的に生

息しており， スナゴハゼは河川の本流やマングロー

プ林内の湾に，マサゴ、ハゼ、は干潮時に干出するタ

イドプールに多い傾向があると報告されているが

(川那部 ・水野， 1989;道津， 1958;細谷， 2003; 

伊藤・向井， 2007)，詳細な調査は行われていな

い.このように，近縁な 2種が同所的に生息する

場合，両種は異なるマイクロハピタットを利用して

いる可能性があるものの，詳細は明らかでない.

そこで本研究では，沖縄島南部に位置する佐敷

干潟においてスナゴ、ハゼ、とマサゴ、ハゼ、の生息調査

と環境測定を行い，両種のマイクロハピタットを明

らかにすること，沖縄島佐敷干潟における両種の

保全策を提言することを目的とした.

材料と方法

調査地の概要 沖縄島南部に位置する佐敷干潟

(北緯 26.10'東経 127・46'--47'; Fig. 1) は，約 80ha 

の干出面積と，浜崎川，苗代川など 4本の流入河

川をもっ(古津ほか， 2009). 佐敷干潟東部の河

口周辺には泥干潟が広がり，東部にはそれぞれ砂

州が発達している.砂川|の定義は様々であり，統

一されていないが(武田， 2007)，本研究では満

潮時でも水没しない起伏地形を砂州、|と定義する.

佐敷干潟の中央部には築島とよばれる半島があり，

その内部にも泥干潟が存在する.また，西部の小

河川内，中央部の築島内，東部の河口域にはメヒ

h 
Land N Na田 hiro4町ver
400m 

Fig. 1. Map of Okinawa寸imaIsland (inset) and 72 

quadrats at low spring tide on the Sashiki tidal fiat. 81ack 

dots indicate water at low tide; white area-sand or mud 

exposed at low tide; dark grey area-sand bars; vertical 

striped area-mangroves; shaded area-land. 
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ルギKandeliaovobataが生育している.本干潟で

は，環境省が定めるレッドリスト登録種のトカゲハ

ゼ Scartelaoshistophorus (絶滅危慎 IA類)，キララ

ハゼAcentrogobiusvirid~ヮunctatus (絶滅危倶 IIB類)

などが生息しており(沖縄県， 2000;環境省，

2013)，日本の重要湿地 500にも選ばれている(環

境省， 2002). なお，佐敷干潟が位置する中城湾

は，マサゴ、ハゼ、の国内分布の南限地で、あり(環境

省， 2002)，中城湾の中でも，特に泡瀬新港地区と

佐敷干潟が本種の主要な生息地となっている(細

谷， 2003;立原， 2005). 

調査方法 2013年 5-9月に沖縄島の佐敷干潟に

おいて，干潮時に形成されるタイドプールと細流

(幅 2m以内)内にコドラート (1x 1 m)を設置し

(Fig. 1)，魚類の採集と環境測定を行った.各コド

ラートは，少なくとも 5m間隔で，任意に計 72個

設置した.調査期間中に，各月に 1-7回の計 15

回調査を行い， 1コドラートにつき l回の魚類採集

と環境測定を行った.

Meager et al. (2005)に従い，手網(幅:28 cm， 

高さ:25 cm， 目合:1.5 mm)を用いて 3回連続で

魚類が採集されなくなるまでコドラート内の魚類を

採集した.ただちに標本を 10%ホルマリンで固定

し，研究室にもち帰った.中坊 (2013) に従って魚

種を同定後，種ごとに計数し，標準体長を計測し

た.ただし，環境省レッドデータリストで絶滅危倶

IA類に指定されているトカゲハゼが採集された場

合には，その場で放流した.

採集時に各コドラート内の最深部の水深をものさ

しで，次に塩分を塩分濃度屈曲計 (ATAGO製， S/ 

MIL-E) によって測定した.また，任意の 3点にお

いて土壌硬度計で底質硬度を測定後，平均値を算

出した.さらに，各コドラートを直上からデジタル

カメラで撮影し，コドラートの表面積に占める長径

10mm以上の転石の割合(以下，転石被度)，リ

ターの割合(リター被度)をソフトウェア ImageJ

ver. 1.48rで算出した.また，底質の一部を採取し，

研究室にもち帰って塩分を除去後，自然乾燥させ，

目合 4000，2000， 1000， 500， 250， 125， 63， 38μm 

のステンレス簡を用いてふるいわけ法により粒径組

成を求めた.その後，粒径ごとの乾燥重量を電子

天秤で計量し，粒径組成の値から累積重量曲線を

求め，中央粒径値を算出した.泥分率は，粒径 63

μm以下の粒子の重量百分率として求めた.

統計解析 スナゴハゼとマサゴ、ハゼの体長と出

現したコドラート数の違いを明らかにするため，

Mann-Whitney U Testとフィッシャーの正確確率検定

をそれぞれ用いた.また，スナゴハゼとマサゴハ

ゼの出現在最もよく説明する環境要因の組み合わ

せを明らかにするため，一般化線形モデル

(Generalized Linear Model : GLM)を用いた.モデ

ルの分布はポアソン分布に従うと仮定し，各コド

ラートにおけるスナゴ、ハゼ、とマサゴ、ハゼ、の個体数を

目的変数，環境要因(塩分，水深，流速，リター

被度，転石被度，硬度，粒径，泥分率)を説明変

数とした.各環境要因については， RのPairs関数

を用いて，多重共線性の可能性がないことを確認

した.モデル選択には赤池情報量規準 (Akaike

Information Criterion : AIC) を用いて， AICがもっ

とも小さくなるモデルをベストモデルとした.また，

Rパッケージ、 MuMlnのdredge関数を用いて， Null 

モデルから Fullモデ〉レまですべての説明変数のセッ

トで GLMを行った.これらの解析には Rver. 3. O. 2 

(R Core Team， 2013)を用いた.

結 果

調査地の環境 各環境要因の範囲と平均は，水

温27.6-41.3(平均:32.0) 'C，塩分 19.0ー38.0(31心，

水深 0.6ー30.0(4.8) cm，底質平均硬度 0-5.3(1.3) 

Table 1. Range of each environmental factor in all quadrats， and those occupied by Pseudogobius javanicus and P. masago 

Range 
(Average) 

TErnp SalinIVWater Hardn Flow Percentage Percentage Median P巳rcentage
erature ~al1mty depth Hardness velocity of litte; of ston; grain diameter ofmud 

23.8-41.3 2-41 0.6-30 0-12.6 0-10 0-100 0-98.6 63-1000 6.77-62.5 
AlI quadrats 

(33.2) (33) (4.88) (2.52) (1.12) (6.88) (6.51) (26.5) 

31.1-37.4 19-36 1.5-30 0.0-4.0 0.0-10 0-100 0-9.2 125-1000 14.1-33.3 
Pseudogobius jωanicus 

(33.2) (32) (8.6) (1.1) (3.5) (27.6) (2.9) (27.1) 

27.6-41.3 24-38 0.6-30 0.0-5.3 0.0-10 0-100 0-98.6 63-1000 10.8-58.5 
P.mαsαIgO 

(34.3) (33) (5.6) (1.0 (1.4) (12.0) (10.0) (28.4) 
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Table 2. Number of presence quadrats of Pseudogobius javanicus and P masago 

at the Sashiki tidal fiat from May to September 2013 

Number of quadrats 

with Pseudogobius masago present/absent 

Present Absent Total 
Number of quadrats 

with P. javanicus present/absent 

Pr官sent

Absent 

Total 

5 (6.9%) 

11 (15.3%) 

16 (22.2%) 

N4
十 400m 

¥ 
Naeshiro 
River 

Fig. 2. Quadrats at Sashiki Tidal flat， Okinawa-jima 

Is1and， Japan. Grey squares and grey triangles show 

quadrats where only Pseudogobius javanicus or P masago 

were collected， respectively. Closed and open circles show 

quadrats where both P jaνanicus and P masago were 

collected， and neither collected， respectively. Black dots 

indicate water at low tide; white area-sand or mud exposed 

at low tide; vertical striped ar巴丘 mangroves; shaded area-

land. 

kg/cmJ，流速 0ー10.0(2.1) cm/sec，リター被度 0-100

(6.8) %，転石被度 0-98.6(6.5) %，底質の中央粒

径値 63-1000(197.1)μm，泥分 6.7-62.5(26.5) % 

で、あった (Table1). 

両種の出現状況 本調査の結果，全 72コドラー

トから合計 9科 30種 614個体の魚類が採集され，

そのうちスナゴハゼは 36個体 (5.9%)，マサゴハ

ゼは 97個体 (15.8%)で、あった.両種の体長範囲

は，スナゴハゼ 6.9-27.3 (平均体長±標準偏差:

18.0 ::!:: 5.4) mm，マサゴ、ハゼ、 6.8-22.1(13.4::!:: 3.3) 

mmであり，スナゴ、ハゼの方が有意に大きかった

(Mann-Whitney U test : Pく0.05). また，出現したコ

ドラート数は，スナゴハゼが 8(11.1%)，マサゴ、ハ

ゼが 16(22.2%)であり (Fig.2， Table 2)，マサゴ

ハゼの出現したコドラート数が有意に多かった

(フイツシャーの正確確率検定 :Pく0.05).スナゴハ

ゼは東部から西部まで佐敷干潟全体に出現し，特

にメヒルギの周辺に設置したコドラートでよくみられ

3 (4.2%) 

53 (73.6%) 

56 (77.8%) 
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た.一方，マサゴ、ハゼ、は築島周辺と東部のみに出

現した (Fig.2). 本調査で両種が出現した環境測

定値の範囲と平均をみると，スナゴハゼはリター被

度が高く(平均:27.6%)， 転 石 被 度 が 低 い

(2.9%)底質環境にマサゴハゼはリター被度と転

石被度が低い底質環境に出現していた (12.0%，

10.0%). さらに両種の出現した環境は，いずれも

泥分が 27.0-28.4%で、あった.

スナゴハゼとマサゴハゼの出現に影響を与える環

境要因 両種の GLMの結果， AICの低い順に 10

モデル(上位モデル)と Nullモデルをそれぞれ

Table 3， 4に示す.スナゴハゼのベストモデルでは，

水深 ・涜速 ・硬度 ・塩分 ・リター被度 ・転石被

度 ・中央粒径値が選択された.このうち，水深 ・リ

ター被度 ・中央粒径値はすべての上位モデルで，

塩分は 9つ，硬度は 8つのモデルで選択された.

また，水深・リター被度 ・中央粒径値の Z値は，

すべてのモデルで比較的大きな値を示した.硬

度 ・転石被度 ・泥分の回帰係数は，すべてのモデ

ルにおいて負の値，水深 ・流速 ・塩分 ・リター被

度 ・粒径はすべて正の値で、あった.

マサゴ、ハゼのベストモデルに選択された説明変

数は，硬度 ・塩分 ・転石被度 ・泥分であり，これ

らはすべての上位モデルで選択された.硬度 ・塩

分 ・転石被度 ・泥分の Z値はすべてのモデルで比

較的大きな値を示した硬度 ・塩分 ・リター被

度 ・泥分の回帰係数はすべて負の値，水深 ・涜

速 ・転石被度はすべて正の値であった.

考 察

スナゴハゼとマサコ、ハゼの生息環境 両種の採

集されたコドラートの位置をみると，佐敷干潟西部

で採集されたのはスナゴハゼのみであったが，中

央部の築島周辺や東部では両種とも採集された.

さらに両種の出現したコドラートが有意に異なった



Information-theory statistics and coefficients of the top ten models explaining the probability of occu汀四回 ofPseudogobius javanicus Table 3. 

Estimate (Z value) 

Percentage 

oflitter 

Percentag巴

ofmud 

Median 

grain diameter 

0.006 

Percentage 

ofstones 
Salinity Hardness 

Flow 

velocity 

0.136 

町
畑
一
川

Intercept weight L'lAIC AIC Model 

(3.367) 

0.004 

圃 0.032

(-1.134) 

0.038 

(5.394) 

0.036 

0.126 

(l.862) 

0.089 

同 0.328

(-l.662) 

-0.391 

(l.814) 

0.159 

(9.069) 

0.191 

開 8.063

(-2.948) 

-6.623 

0.148 0.00 85.0 

(3.256) 

0.006 

(5.170) 

0.042 

(l.842) 

0.102 

(圃1.898)

-0.317 

(2.305) (9.214) 

0.183 

(-3.437) 

-7.040 

0.145 0.04 85.0 2 

U
F
U
T
U
，
¥
/
戊
副
M

繭
3
情
、
畑
耕
輔

-0.042 
0.095 0.88 85.9 3 

-0.016 

(-0.418) 

ー0.009

(4.183) 

0.004 

(醐0.239)

(2.836) 

0.005 
¥ 

(3.076) 

0.005 

(-l.358) (6.562) 

0.038 

(4.849) 

0.039 

(l.888) 

0.082 

(l.576) 

0.122 

(-l.728) 

-0.412 

(-l.929) 

-0.342 

0.152 

(2.153) 

0.133 

(9.454) 

0.194 

(8.586) 

0.193 

(-3.233) 

圃 5.929

(-2.324) 

-7.673 

0.058 l.86 86.8 4 

同0.032

(ー1.113)

-0.062 

(5.124) 

0.043 

(l.744) 

0.120 

( -l.646) (l.744) 

0.139 

(8.594) 

0.207 

(-2.403) 

-8.235 

0.056 l.94 86.9 5 

(2.954) 

0.006 

(ー1.498) 

ー0.040

(6.382) 

0.043 

(l.797) 

0.095 

(l.843) (9.742) 

0.187 

(-3.038) 

-6.320 

0.053 2.06 87.1 6 

-0.017 

(-0.477) (3.581) 

0.005 

(-l.313) (6.221) 

0.041 

(l.655) 

0.065 

-0.342 

(-l.770) 

-0.424 

(8.681) 

0.181 

(-2.358) 

-5.529 

0.039 2.64 87.6 7 

(3.798) 

0.003 

(6.433) 

0.040 

(l.688) (-2.201) 

-0.412 

(9.554) 

0.203 

(-3.713) 

-2.045 

0.038 2.70 87.7 8 

-0.049 

(-1.432) (2.280) 

0.005 

(4.826) 

0.046 

(-2.006) 

0.121 

(l.745) (8.535) 

0.196 

(-2.074) 

-7.343 

0.037 2.75 87.7 9 

-0.085 0.101 

(3.863) (-2.067) (7.273) (l.804) (10.213) (-3.247) 

-0.693 

0.033 3.01 88.0 10 

。、
l.v 

0.000 

Total number of selections by top ten models; n 4 10 6 10 9 8 6 10 

(-4.159) 
124.17 209.2 Null 
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Information-theory statistics and coefficients of the top ten models explaining the probabiIity of occurrence of Pseudogobius masago Table 4. 

Estimate (Z value) 

Percent耳ge

ofIitter 

Percentage 

ofmud 

Median 

grain diameter 

Percentage 

ofstones 

Flow 

velocity 

Water 

depth 
SaIinity Hardness Int巴rceptweight L'lAIC AIC Model 

-0.073 

(-5.659) 

-0.075 

0.015 

(2.606) 

0.016 

-0.089 

(同7.016)

-0.092 

-0.253 

(-4.491) 

-0.260 

5.286 

(8.127) 

5.281 

0.172 。382.9 

(-5.649) 

-0.070 

(2.727) 

0.015 

(司7.029)

-0.088 

(-4.519) 

ー0.250

0.029 

(1.119) (8.076) 

5.239 

0.109 0.9 383.8 2 

(-5.319) 

-0.073 

(2.606) 

0.015 

同 0.005

(-0.782) (ー7.065)

-0.084 

(-4.470) 

-0.254 

(8.095) 

5.085 

0.088 1.32 384.2 3 

園
冊
汗
，
u
』
商
社
J

(-5.544) 

-0.077 

(-5.106) 

ー0.072

0.020 
0.07 1.78 384.6 4 

(2.640) 

0.017 

(-5.230) 

-0.092 

(-4.475) 

-0.246 

(0.473) (6.580) 

5.499 ー0.0003

(-0.443) (2.366) 

0.016 

(-6.373) 

-0.091 

(-4.281 ) 

-0.257 

(6.789) 

5.242 

0.07 1.8 ~84.7 5 

(-5.319) 

司 0.079

(2.715) 

0.018 

圃 0.005

(司0.695)(-7.049) 

-0.096 

(-4.490) 

-0.251 

0.027 

(1.034) 

0.031 

(8.049) 

5.552 

0.052 2.38 385.2 6 

(-5.105) 

-0.074 

ー0.0004

(-0.550) (2.507) 

0.016 

(-6.373) 

-0.087 

(-4.324) 

-0.261 

(1.175) 

0.030 

(6.765) 

5.061 

0.047 2.59 385.4 7 

(-5.529) 

司 0.070

(2.765) 

0.015 

(-5.280) 

-0.083 

(司4.499)

-0.251 

0.021 

(0.509) 

0.022 

(1.138) (6.483) 

5.013 

0.046 2.65 385.5 8 

(-5.203) 

-0.073 

(2.642) 

0.016 

-0.006 

(-0.802) 

-0.005 

(-5.081) 

-0.090 

(-4.455) 

-0.245 

(0.509) (6.409) 

5.380 

0.037 3.07 385.9 9 

帽 0.0002

(-4.706) (-0.294) (2.269) (-0.717) (-6.362) (-4.279) (6.658) 

0.2980 

0.034 3.24 386.1 10 

0.000 

Total number of selections by top ten models; n 10 3 10 4 10 10 3 4 

(2.935) 
66.19 449.0 Null 
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ことから，両種は一部重複しながらも異なる環境に

生息することが明らかとなった.

GLMの結果から，特に底質に着目すると，両種

ともに柔らかな底質を好み，スナゴハゼはリター被

度が高く底質の粗い環境に，マサゴ、ハゼ、は転石被

度と泥分が高い環境に出現したことが示された.本

研究では，リター被度の高い，メヒルギ群生近くに

設置した多数のコドラートでスナゴハゼが採集され

た (Fig.2). さらに，川那部・水野 (1989) や鈴

木・渋川 (2004) は，スナゴ、ハゼのおもな生息場

所としてマングローブ林内の揮をあげている.した

がって本種は，メヒルギなどマングローブ、植物が群

生する環境を好むと考えられる.一方，マサゴハ

ゼでは GLMの上位モデルに転石被度が選択され

た.しかし，実際にマサゴ、ハゼが出現したコドラー

トの転石被度をみると， 16地点中 13地点で 5%以

下であり (Tab1e1)，リター被度と転石被度を合わ

せても 5%以下 (9地点)であった.以上のことか

ら，マサゴ、ハゼ、はおもに転石やリターのない環境に

生息するが，転石のある環境にも生息できると考え

られる. Onoda et al. (2009) は，底質の状況が底

生性魚類の個体数密度に影響を与えることを示唆

しており，その理由として，捕食者から身を隠すこ

とができること，水流が弱まることを挙げている.

さらに前田ほか (2011) は，沖縄島の汽水から沿

岸域に生息するミツボシゴマハゼPandaka

trimacu/ataとマングロープゴマハゼPanda知 lidwilli

について，両種が生息するには身者E隠す植生や構

造物が必要であることを報告している.本研究で

は，上位モデルの多くで，スナゴハゼではリター被

度，マサゴ、ハゼ、で、は転石被度が選択されていたこ

とから，ゴマハゼ属と同様に，転石やリターなどの

構造物はスナゴハゼやマサゴハゼ、の生息場所を決

定する重要な要因であると考えられた.加えて，両

種の利用する構造物が異なることで，同所的に生

息することを可能にしていると推察される.

底質以外の環境では，スナゴ、ハゼは高塩分で水

深が深く，流速の速い環境に，マサゴ、ハゼは塩分

の低い環境に出現した.また西表島やタイの汽水

域では，水深約 1mでスナゴ、ハゼ、が多く観察，採

集されていることから (Yokooet al.， 2012 ; Na吋oet 

al.， 2014)，スナゴ、ハゼ、は本研究で、の最大水深であ

る30cmより深い水深にも生息すると考えられる.

一方でマサゴ、ハゼ、で、は，上位モデ、ルに水深が選択

されなかった.本種は水深 30cmのタイド、プールに

も出現したが 1個体のみで，採集された全地点の

平均水深は 5.6cmと浅かった.米沢・岸野

(2003)や立原 (2005) は，マサゴ、ハゼ、が水深の

浅いタイドプールに出現するとしており，これらを

踏まえると本種のおもな生息地は水深の浅い潮だま

りや細流であると考えられた.西表島のマングロー

ブ域では，ミナミヒメハゼFavonigobiusreicheiやゴ

マハゼ属 Pandakaなど，本研究の調査地でスナゴ

ハゼやマサゴハゼと同所的に生息していた小型の

ノ¥ゼ科魚類が，様々な体長の魚食性魚類の消化管

から出現する (Nanjoet al.， 2008). したがってミナ

ミヒメハゼやゴ、マハゼ属と同様に，マサゴ、ハゼ、も魚

食性魚類によって捕食されている可能性が高い.

水深の浅い潮だまりや細流に多く出現するミナミヒ

メハゼは，背面の体色が底質と似ており，捕食者

である鳥からの隠蔽に役立つという (Horinouchi，

2007). また，ミナミヒメハゼ、では底質に体を埋め

る行動が観察されており，この行動により構造物の

ない場所でも被食リスクを軽減する可能性が示唆さ

れている (Na吋oet al.， 2008). ミナミヒメハゼ同様，

マサゴ、ハゼ、の体色は底質の色と似ており，本研究

の調査中にも底質に体を埋める行動が観察された

ことから，マサゴハゼは，水深が浅く，構造物の少

ない場所でも生息できると考えられた.

以上のように，佐敷干潟内でスナゴ、ハゼ、とマサゴ、

ハゼは同所的に生息するが，マイクロハピタットは異

なることが明らかとなった.ハゼ、科魚類では，同属他

種が同じ湾や川など大きなスケールの中で同所的に

生息している例が多数報告されており，それらの共存

在可能にする要因として，塩分 (Maedaand Tachihara， 

2004川 1atsui巴tal.， 2012)，水深 (Horinouchi，2008 ; 

Matsui et al.， 2012)，粒径 (Horinouchi，2008 ;前田ほ

か， 2011)などによるすみ分けや，食性 (Maedaand 

Tachihara，2004)の違いが知られている.本研究で

は，両種は少なくとも干潮時に底質の転石やリター被

度，水深や塩分などのマイクロハピタットによって，

異なる生息場所在選択していると考えられた

スナゴハゼとマサゴハゼに関する保全策 マサゴ

ノ¥ゼの出現した地点数と個体数はスナゴ、ハゼより多

かったが，マサゴ、ハゼの沖縄島における分布は中

部東岸の中城湾と北部西岸の羽地内海のみと限定

的である(細谷， 2003;立原， 2005). このように

局所的に分布する種にとって，環境変動により生息

に適した環境が消失することは，個体群の絶滅に

つながる恐れがある.本研究により，両種の生息

環境は底質に大きく影響在受けることが明らかと

なった.両種とも硬度の低い底質を好んでいたこと

から，両種の生息地には軟泥の安定的な供給が必

要と考えられる.加えて，軟泥は，流速や波当たり
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の影響で消失しやすいため，流れが緩やかで，波

当たりのない干潟奥部にたまりやすい.佐敷干潟

には 4本の排水路が流れ込んで、いるため，現状で

は充分に軟泥が供給されている.また，マサゴハ

ゼが多くみられた中央部や東部には築島と砂州が

あり，その内側に両種の好む軟泥が堆積している.

したがって，現在の佐敷干潟では，スナゴハゼとマ

サゴハゼ、の好む軟泥質な底質が広範囲に広がって

おり，生息地として適していると考えられる.両種

の良好な生息環境を保全するには，軟泥の供給源

である河川において，極力，護岸工事を行わない

ことや，波当たりや水流の変化によって軟泥が涜出

するのを避けるため，湾内に人工的な構造物を作

らないことが重要である.
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