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石垣島と西表島より採集された日本初記録の樹上性甲殻類・マルベンケイガニ
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要 旨 . 琉球列島の石垣島及び西表島において
採集された標本に基づき，ベンケイガニ科のマ
ルベンケイガニ Labuanium scandens Ng & Liu,
2003 を報告する. 本種の外部形態および生息
環境の特徴などを示すとともに, 原記載との比
較, 同属他種との識別形質について検討した.
今回の報告は，タイプ産地である台湾に続く 2
例目のマルベンケイガニの記録であり, 日本初
記録ともなる. また, 本報告により本種の分布
の東限が琉球列島の石垣島まで更新された. さ
らに, マルベンケイガニの生息環境の特徴から，
海岸林の改変が本種の生息に影響を与える可
能性についても短くふれた.
はじめに
琉球列島に分布するベンケイガニ科Sesarmidae
Dana, 1851について, 近年の研究により多くの
新種や日本新産種などの記録が相次いでいる
(例えば, Komai et al. 2004; Naruse et al. 2005;
Naruse & Ng 2008; Osawa et al. 2011; 前之園･成
瀬 2011).
著者らは, 八重山諸島の石垣島及び西表島
より樹上性の甲殻類であるマルベンケイガニ
Labuanium scandens Ng & Liu, 2003を採集した.
本種はタイプ産地の台湾以外からは分布の記
録が無かった稀種であり, 今回が日本初記録と
なる. 本報告では, 石垣島及び西表島より採集
したマルベンケイガニの形態的特徴や生息環
境などについて報告する. 本報で使用した標本
は, 琉球大学資料館 (風樹館) (RUMF: Ryukyu
University Museum, Fujukan) に収蔵されている.
標本のサイズは最大甲長×最大甲幅で表した．
また, 分類体系はNg et al. (2008) に従った．

結果と考察
Family Sesarmidae Dana, 1851
ベンケイガニ科
Genus Labuanium Serène & Soh, 1970
マルベンケイガニ属
Labuanium scandens Ng & Liu, 2003
マルベンケイガニ
(図 1–3)
供 試 標 本 . RUMF-ZC-2116, 1 雄 (29.7 × 30.3
mm), 石垣島白保, 2012 年 11 月 11 日, 比嘉高明
採集; RUMF-ZC-2117, 1 雌 (30.7 × 32.9 mm),
2012 年 7 月 20 日, 西表島船浦湾, 海岸後背林,
小林峻 採集; RUMF-ZC-2118, 1 雌 (23.0 × 24.8
mm), 2012 年 8 月 18 日, 西表島船浦湾, 海岸後
背林, 成瀬貫 採集; RUMF-ZC-2119, 1 雌 (20.3 ×
20.8 mm), 2011 年 11 月 5 日, 西表島船浦湾, 海
岸後背林, 谷本拓夢 採集; RUMF-ZC-2120, 1 雌
(30.2 × 31.9 mm), 石垣島宮良.
形 態 的 特 徴 . 甲の背面は丸みのある四角形
で, 甲長より甲幅が僅かに大きい. 甲幅 30.3
mm, 32.9 mm 及び 31.9 mm の大型個体では, 鰓
域が膨らんでいるため甲の側縁が丸みを帯び
る. 甲幅 20.8 mm と 24.8 mm の小型個体では側
縁がより直線的であり, 甲は大型個体より四角
形にみえる. 前側縁には眼窩外歯を含めて 3 歯
があり, 眼窩外歯が最も大きく前方に向いて尖
っている. 前側縁の第 2 歯は斜め前方に, 第 3
歯は側方に向いており, 最大甲幅は第 3 歯の後
方にある (図 1a). 甲の表面は細かな顆粒が散
在するほか, 後側縁から中央へ斜行する条線が
数本みられる. 胃域及び鰓域が明瞭に膨らんで
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図 1. マルベンケイガニの生時の色彩. 石垣島産, RUMF-ZC-2116 雄 (29.7 × 30.3 mm). a, 背面; b, 前面．
Fig. 1. Fresh coloration of Labuanium scandens Ng & Liu, 2003. Ishigaki-jima Island, Ryukyu Archipelago,
RUMF-ZC-2116, male (29.7 x 30.3 mm).
a, dorsal view; b, frontal view.

おり, それらは幅広い溝により区分される. 額
域は前方へ強く垂下して, 後縁は 4 葉に分かれ,
中央 2 葉はその先端が雌個体では丸みを帯びて
いるのに対し, 雄個体では直線的にみえる. 額
域後縁の中央には胃域まで縦走する溝がみら
れる. 第 3 顎脚の長節は縦長の卵形を呈し, 前
方で幅広く, 坐節付近で明瞭に狭まる. 鉗脚は
雌雄ともに左右ほぼ同大であり, 雄の方が大き
い. 雄の鉗脚腕節の上縁には 18–27 個の小顆粒
2

列の稜が 1 本縦走しており, その内側には短く
途切れる顆粒列が数列見られる. 雌雄ともに掌
部外面は多くの小顆粒で密に覆われている (図
1b). 雄の鉗部可動指上縁には先端がやや尖っ
た 10 個の顆粒が 1 列に並んでいる(図 1b)が, 雌
個体では不明瞭である.
歩脚は第 3 歩脚が最も長く, 長節の前縁先端
部分に 2 棘を有す. 歩脚の指節前縁と後縁及び,
前節後縁には短い毛束の列がみられる. 石垣島
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図 2. 八重山産マルベンケイガニの歩脚(左)の前節と指節の後縁. a–d, RUMF-ZC-2116, 雄 (29.7 × 30.3 mm);
e–h, RUMF-ZC-2117, 雌 (30.7 × 32.9 mm). a, e, 第 1 歩脚; b, f, 第 2 歩脚; c, g, 第 3 歩脚; d, h, 第 4 歩脚.
Fig. 2. Posterior margins of left ambulatory legs of Labuanium scandens Ng & Liu, 2003. Yaeyama Group, Ryukyu
Archipelago.
a–d, RUMF-ZC-2116, male (29.7 × 30.3 mm) ; e–h, RUMF-ZC-2117, female (30.7 × 32.9 mm). a, e, first
ambulatory legs; b, f, second ambulatory legs; c, g, third ambulatory legs; d, h, fourth ambulatory legs.

産の雄個体（RUMF-ZC-2116）では, 第 1, 第 2
歩脚の前節後縁の先端付近にある毛束が濃密
であり一様に広がっている (図 2a–d). それに
対して, 西表島産の雌個体（RUMF-ZC-2117）
では毛束の密度は低く，まばらな 2 毛列程度が
存在するのみである (図 2e–h). 腹部は可動の 6
節と尾節からなり, 雄の腹節では第 3 節が最も
幅広く, 第 1 節から第 6 節にかけて徐々に幅が
狭まり, 尾節において急激に狭まる. 雌個体で
は第 5 節において最大幅となり, 第 6 節におい
て幅が狭まり, その前縁は尾節の基部半周以上
を取り囲んでいる. 雄の第１腹肢は太く, ほぼ
直線状であり, 先端付近で外側にほぼ直角に曲
がる. 先端付近には剛毛が生え, キチン質の先
端部は細く尖り, 僅かに上方を向く (図 3).
色 彩 (図 1). 甲背面は, 橙褐色の地に不規則
な暗褐色または黒色の斑紋を有し, 肝域周辺で
は斑紋が黒色に近いのに対して, 額域から後胃
域にかけては逆三角形状の橙褐色から暗褐色
の斑紋を有す. 甲の側縁は暗褐色に縁取られる.
鉗脚は, 長節や腕節では橙褐色を, 掌部や可動
指は赤褐色を呈する. 可動指先端や可動指上縁
のやや尖った顆粒は飴色であり, 掌部にある顆
粒及び不動指の基部側の半分程度は白色であ
る. 歩脚は灰褐色であり, 不明瞭な暗灰色の横
帯が長節, 腕節, 前節に 1–3 本みられる.
[報告] 西垣ら: マルベンケイガニの八重山諸島からの報告

生 息 環 境 . 石 垣 島 白 保 産 の 個 体
(RUMF-ZC-2116) は, 海 岸 林 内 の 樹 高 約 10 m
のハスノハギリHernandia nymphaeaefoliaの幹
に空いている洞の入り口にて採集された. 洞は
地表より約1mの高さに開口し, 直射日光はあ
たらず, その内部には淡水が溜まっていた (図
4b). 海岸林 (図4a) は, 海岸線より約20 m内陸
に位置し, ハスノハギリのほかアダンPandanus
odoratissimusなどが生育し, 海岸線に沿って約
50 mの幅で分布しており, その内陸側は牧草地
となっていた. 同海岸林内でマルベンケイガニ
を 9個体確認したが, いずれもハスノハギリの
洞内や幹上で見られた. これらの個体を確認し
た洞は，地表より高さ65–230 cm, 開口部の大き
さ (長径 × 短径) が6 × 5 – 18 × 10 cmであった.
洞の深さは形状が複雑に入り組んでいるため,
正確には測定できなかったものの, 測定棒を洞
内に押し込んだところ最大約 40 cm であった.
洞内は水深 0.5–4.0 cm の透明または褐色の淡
水が溜まっていた. 洞によっては底に腐葉土が
堆積しており, 巣穴が掘られていることもあっ
た. マルベンケイガニを確認できたのは夜間が
殆どであり, 昼間に確認した個体は洞の奥に歩
脚をわずかに観察できる程度であった. また,
洞の入り口でタママイマイAcusta tourannensis
(Souleyet, 1842) を捕食している個体も確認し
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た.
石垣島伊原間において観察された個体は,
夜間, 海岸より 5 m 程内陸部の石灰岩の上に設
置された高さ約 30 cm の塩化ビニールパイプの
縁より採集された. 塩化ビニールパイプ内には
雨水と思われる淡水が溜まっていた (前之園唯
史, 私信).
西表島船浦湾の標本 (RUMF-ZC-2117–2119)
は, 海岸林内に生育するオオハマボウHibiscus
tiliaceus及びアダンの葉の上から夜間に採集さ
れた.
分 布 . マルベンケイガニの分布報告は, タ
イプ産地である台湾南部にあたる屏東縣恆春
鎮 (Ng & Liu, 2003), 台湾北部にあたる新北市
淡水区 (Sakai, 1976) [ただし, Ng & Liu (2003)
の行った調査では, 当所において本種は確認さ
れず, 近年の台湾北部の海岸開発により, 生息
地が失われたことを指摘している], そして石
垣島, 西表島 (本報告) より得られている.
和 名 . Sakai (1976) は,	
 台湾北部より得られ
た “L. rotundatum Hess, 1865” に対してマルベ
ンケイガニという和名を与えた. その後Ng &
Liu (2003) は, 台湾より得られたマルベンケイ
ガニ属Labuaniumの一種をL. scandensとして新
種記載し, Sakai (1976) の “L. rotundatum” もL.
scandens の シ ノ ニ ム リ ス ト に 加 え て い る .
Labuanium rotundatumの分布はCaroline Islands
と Solomon Islands以 東 に 限 ら れ て お り (Ng,
2012), また台湾から知られているマルベンケ
イ ガ ニ 属 は L. scandens と L. trapezoideum (H.
Milne Edwards, 1837) のみである (Jeng et al.
2003). これらのことから, 和名「マルベンケイ
ガニ」は明らかに台湾産のL. scandensに与えら
れているため, 本報告でもこれを踏襲し, 八重
山産L. scandensをマルベンケイガニと呼称する.
これまでに標準和名マルベンケイガニの基準
となる標本は指定されていないため, 本研究で
検鏡したRUMF-ZC-2116を基準標本とする.
備 考 . 本研究で使用した石垣・西表島産マル
ベンケイガニの標本と, Ng & Liu (2003) の原記
載論文において示されている台湾産の標本の
形態的特徴は, 概ね一致したが, 雄の第1腹肢
の形態に若干の違いが見られた. 原記載では,
その第1腹肢の両側縁が先端付近から基部付近
まで窪んでいるのに対して, 石垣島産の雄個体
では内側縁の窪みが先端から約2 mmの箇所で
途切れていた. 外側縁の窪みについても，原記
載の図では先端付近まで達しているように見
4

えるが (Ng & Liu 2003: fig. 4A, F), 本研究の供
試標本では先端の曲部付近で途切れていた (図
3). また, 原記載論文では，第1, 第2歩脚の前節
後縁に生える毛束について雄個体では示され
ていたが, 雌個体については記載されていなか
った (Ng & Liu 2003: 606, fig. 6B). 今回，八重山
産の雌雄標本を観察したところ, 雄ではNg &
Liu (2003) の記載と同様であったが (図2a, b),
雌個体では第1, 第2歩脚の前節後縁に生える毛
束は雄個体と比較すると顕著に少なく，まばら
な2毛列程度が存在するのみであった (図2e, f).

図 3. マルベンケイガニの雄の第１腹肢(左) 腹面.
石垣島産. RUMF-ZC-2116, 雄 (29.7 × 30.3 mm). ス
ケール = 1.0 mm.
Fig. 3. Male left first gonopod (ventral view) of
Labuanium scandens Ng & Liu, 2003. Ishigaki-jima
Island, Ryukyu Archipelago. RUMF-ZC-2116, male
(29.7 × 30.3 mm). Scale = 1.0 mm.
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図 4. 石 垣 島 に お け る マ ル ベ ン ケ イ ガ ニ の 生 息 環 境 . a, 石 垣 島 白 保 の 生 息 環 境 ; b, 雄 の 個 体
(RUMF-ZC-2116) を捕獲した木の洞.
Fig. 4. Habitat of Labuanium scandens Ng & Liu, 2003. Ishigakijima Island, Ryukyu Archipelago.
a, habitat in Shiraho, Ishigakijima Island; b, the tree hole from which a male (RUMF-ZC-2116) was collected.

マルベンケイガニ属 Labuanium には, イン
ド洋から太平洋にかけて分布する13種が知ら
れている (Ng et al. 2008; Ng & Davie 2011; Ng
2012). Serène & Soh (1970) は, Labuanium属を創
設した際に, 本属は更に複数の亜属, あるいは
属に分けられる可能性を指摘している. また
Ng (2012) は, 本属に4つの種群 (species-group)
を認識しており, マルベンケイガニを含むL.
rotundatum 種群は, 歩脚の指節が直線的で比較
的短く, 縁に短毛の列があることにより他の種
群と区別でき, いずれの種も樹上性であるとし
ている. さらにNg (2012) は, L. rotundatum 種
群は鉗脚外面の顆粒の大きさや密度の違いに
より2つの集団 (cluster) に分けられるとしてい
る. マルベンケイガニを含む集団は, 鉗部外面
が多数の小さい顆粒で覆われていることより
特徴づけられ, 同集団にはマルベンケイガニ L.

[報告] 西垣ら: マルベンケイガニの八重山諸島からの報告

scandens, L. papuomalesiacum (Nobili, 1899), L.
vitatum Ng & Davie, 2011の3種を含む. マルベン
ケイガニとL. papuomalesiacum及びL. vitatumと
の識別点は, 雄の第1腹肢の形状がマルベンケ
イガニではこれら2種と比較して細く, 先端付
近で約90度曲がるのに対し (図 3; Ng & Liu
2003: fig. 4), L. papuomalesiacumではより太く,
先端付近で約60度曲がり(Ng & Davie 2011: fig.
10H–K), L. vitatumではさらにより太く，先端付
近で約45度曲がること(Ng & Davie 2011: fig.
10A–G)とされている (Ng & Davie 2011). マル
ベンケイガニとL. vitatumのさらなる識別形質
として, マルベンケイガニの第3顎脚の長節が
より短く, 幅に対する長さの比が1.5倍程度で
あること (L. vitatumは2.0倍程度), 鉗脚の背縁
の稜がより明瞭であることが挙げられている
(Ng & Davie 2011). また, マルベンケイガニとL.
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papuomalesiacumの追加の相違点として, 同サ
イズの雄の成体ではマルベンケイガニの方が
第6腹節及び尾節の幅がより狭いことが挙げら
れている(Ng & Davie 2011).
本研究で観察した八重山産のマルベンケイ
ガニの標本とNg & Davie (2011) で図示されて
いるL. papuomalesiacum及びL. vitatumを比較し
た と こ ろ , 雄 の 第 1 腹 肢 の 形 態 は L.
papuomalesiacum および L. vitatum とは明らか
に異なり(前述のようにL. scandensの原記載論
文とは若干の違いが認められたものの), Ng &
Liu (2003) の台湾産マルベンケイガニの記載に
ほぼ一致していた. また, 八重山産マルベンケ
イガニの標本では鉗部の背縁の稜が明らかな
こと, 第3顎脚の長節の長さと幅の比が1.59倍
であったことから, L. vitatumとの違いは明らか
であった. Labuanium papuomalesiacumとの違い
として挙げられている第6腹節および尾節の幅
については, マルベンケイガニの同サイズの雄
個体が得られていないため比較できなかった.
なお, 現在, 筆者の一人である成瀬及びPeter
K. L. Ng (National University of Singapore) によ
りマルベンケイガニ属の分類学的再検討が行
われており, 属レベルでの種の再編成がなされ
る予定である (Ng 2012).
生 息 地 へ の 脅 威 . 今回，石垣島と西表島に
おいてマルベンケイガニを確認したのは, 海岸
林内のハスノハギリの幹上や洞内, オオハマボ
ウやアダンの葉上, 海岸付近に設置され，中に
淡水の溜まった塩化ビニールパイプの縁であ
った. また台湾から報告されているマルベンケ
イガニの生息環境は, ハスノハギリ, ゴバンノ
ア シ Barringtonia asiatica, オ オ バ ジ ュ ラ ン
Aglaia elliptifolia の幹や洞, アダンの葉腋など
水が溜まる場所であり, 地上での本種の確認は,
抱卵雌が海へと移動する際に限られている
(Ng & Liu 2003 ; 李 2008). これらのことから,
マルベンケイガニは生息環境として海岸付近
の淡水が溜まるような洞などを形成する樹木
に強く依存していると考えられる.
沖縄県は台風や冬季の季節風による海岸
(林地) 侵食, 潮風害などの諸災害を防止するた
めに, 防災林・保安林の造成, 維持管理を行っ
ている. 石垣島白保の生息地周辺では海岸防災
林造成工事により, 海岸林の一部を伐採しテリ
ハボクCalophyllum inophyllum などの防災林と
して機能する樹種が新たに植林されている. 本
工事によりハスノハギリも伐採されており, マ
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ルベンケイガニの生息環境が失われる可能性
がある. また, マルベンケイガニを確認した海
岸 林 の 林 床 で は , ヒ メ オ カ ガ ニ Epigrapsus
notatus (Heller, 1865) や ハ マ ベ ン ケ イ ガ ニ
Metasesarma aubryi (A. Milne-Edwards, 1869) な
ども確認されているが, これらのカニは沖縄県
レッドデータブックの指定種 (成瀬, 2005) や
確認記録が限られている稀種 (佐伯ら, 2010)
である. これらの海岸林は陸生甲殻類の重要な
生息場となっていることが考えられるため, そ
こに生息する生物の保全も念頭においた維持
管理が行われることが望まれる.
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Abstract. The arboreal sesarmid crab, Labuanium
scandens Ng & Liu, 2003, is recorded from
Ishigakijima and Iriomotejima Islands, Ryukyu
Archipelago, Japan. Labuanium scandens was
described and had previously been known only
from Taiwan. This report represents the first record
of this species from Japan and also the first record
outside Taiwan. The distributional range of L.
scandens is extended to the east. Morphological and
ecological features of L. scandens, as well as
discriminative characters with congeners, are
documented. Potential threats to the habitat of L.
scandens are briefly discussed.
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