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要旨 . 本報告は, 日本に産するムツアシガニ類
8種のうち6種とそれらが属する属の学名と和
名を対応させるとともに, 分布や生息環境に関
する追加情報をまとめた. 過去の文献には,昔
から知られている種と最近記載された種を区
別できていない場合が多いため, 直接標本を観
察して同定したか, あるいは文献上の図より正
確な再同定ができた場合のみ, その結果をシノ
ニムリストに記した. 同様に, 日本産ムツアシ
ガニ類の同定に信頼がおける過去の文献から
のみ宿主の可能性がある種を限定してまとめ
た. 今回扱ったムツアシガニ類6種の内, ヤド
リムツアシガニHexapinus simplex Rahayu & Ng,
2014 は ツ バ サ ゴ カ イ Chaetopterus cautus
Marenzeller, 1879 の棲管に, ヒメムツアシガニ
Mariaplax chenae Rahayu & Ng, 2014はトゲイカ
リ ナ マ コ Protankyra bidentata (Woodward &
Barrett, 1858) の巣穴に, それぞれ生息すること
が確認された. ムツアシガニ Hexapinus latipes
(De Haan, 1835), オオウラムツアシガニ (新称)
Mariaplax ourabay Rahayu & Ng, 2014, 及びマエ
ノ ソ ノ ム ツ ア シ ガ ニ ( 新 称 ) Rayapinus
maenosonoi Rahayu & Ng, 2014については, 他種
と共生関係にあるかどうかが確認できなかっ
た一方, イルンティムツアシガニ (新称)
Mariaplax narusei Rahayu & Ng, 2014 は, 他種と
の共生ではなく単独で穴を掘って生活してい
ることが示唆された.
はじめに

ム ツ ア シ ガ ニ 類 の 分 類 体 系 は , Manning &
Holthuis (1981) と Rahayu & Ng (2014) により
よく整理され, 現在までに 16 属 40 種の現存分
類群が知られている (Ng et al. 2008; Rahayu &
Ng 2014; Ng & Rahayu 2015; Velip & Rivonker
2014). 日 本 か ら は ム ツ ア シ ガ ニ Hexapinus
latipes (De Haan, 1835), トウヨウムツアシガニ
Hexalaughlia orientalis (Rathbun, 1909), ヒメムツ
アシガニ Mariaplax chenae Rahayu & Ng, 2014
及び メダマムツアシガニ Hexaplax megalops

Doflein, 1904 が報告されていたのに加え (De
Haan, 1835; Sakai 1934; 酒井 1965a; 三宅 1961),
Rahayu & Ng (2014) が記載した種のうち 4 種
(Hexapinus simplex Rahayu & Ng, 2014; Mariaplax
ourabay Rahayu & Ng, 2014; M. narusei Rahayu &
Ng, 2014; Rayapinus maenosonoi Rahayu & Ng,
2014) が日本にも分布しており, 計 8 種の記録
がある. この 8 種の中には, 分類学的再編に伴
い学名と和名の齟齬が生じている種や, 和名未
提唱のために例えばレッドデータブックなど
の文書で扱いにくい状態の種が含まれる. そこ
で本報告では, 日本産ムツアシガニ類 6 種の学
名と和名を対応させるとともに, 分布や生息環
境に関する追加情報をまとめる.
材料と方法

本研究で使用した標本は, 高知大学海洋共生生
物 学 研 究 室 (LMSB); 大 阪 市 立 自 然 史 博 物 館
(OMNH); 琉 球 大 学 博 物 館 (風 樹 館 ) (RUMF);
和歌山県立自然博物館 (WMNH); 北九州市立
いのちのたび博物館 (旧九州大学農学部動物学
教 室 , ZLKU), 及 び 国 立 シ ン ガ ポ ー ル 大 学 ,
Raffles Museum of Biodiversity Research,
Zoological Reference Collection (ZRC) に収蔵さ
れている. 標本の大きさは, 最大甲長 × 最大
甲幅 (mm) で示した. またシノニムリストに
は, 原記載や分類学的再検討, 並びに日本国内
の記録を中心に掲載した. ツバサゴカイの同定
は西 (2002) と Sun & Qui (2014) に従った.
分類

Hexapinus Manning & Holthuis, 1981
ムツアシガニ属
備考. Rahayu & Ng (2014) は Hexapinus Manning
& Holthuis, 1981 を再定義し, 最も重要な識別形
質として, 第 3 顎脚の座節が短く, 内縁が強く
膨らむ点を挙げている. 日本からはムツアシガ
ニ H. latipes と H. simplex が報告されており, 両
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者は甲の後側縁の第 3 歩脚基部の直前に単峰状
の隆起を有すか (ムツアシガニ), 後側縁の中央
よりやや後方から第 3 歩脚基部の直前までに,
基本は二峰状であるが変異として突出間の凹
みが浅く 1 つの幅広い台形状にもなる隆起が発
達する (H. simplex) ことにより, 容易に識別で
きる.
日本産のムツアシガニ Hexapinus latipes (De
Haan, 1835) は , 長 い 間 , Hexapus sexpes
(Fabricius, 1798) と同定されてきた. しかし, ム
ツアシガニ科の分類学的再検討を行なった
Manning & Holthuis (1981) が Hexapinus を創設
し,日本産のムツアシガニに有効名であった種
小名 latipes を充て, Hexapinus 属に移した. Sakai
(1976) は, 当時ムツアシガニが含まれていた
Hexapus に「ムツアシガニ属」の標準和名を与
えたが, 現在ムツアシガニは Hexapinus に移さ
れており, また, 例えば三宅 (1983) は和名「ム
ツアシガニ属」を Hexapinus に充てている. 属
の学名と和名, 及びそこに含まれる種の関係を
明確に示すため, 三宅 (1983) に従い Hexapinus
の和名を「ムツアシガニ属」とする方針を踏襲
する.
Hexapinus latipes (De Haan, 1835)
ムツアシガニ
(図 1)
Hexapus latipes De Haan, 1835: pl. D.
Hexapus sexpes – De Haan 1835: 35, 63, pl. 11, g. 5;
Sakai 1939: 577 (part); 小田原 1965: 47, fig. a–
d; 武田 1979: 155. (not Cancer sexpes Fabricius,
1798).
Hexapus (Hexapus) sexpes – Sakai 1976: 554 (part),
342 (part), pl. 196, fig. 1. (not Cancer sexpes
Fabricius, 1798).
Hexapinus latipes – Manning & Holthuis 1981: 170;
短尾類分布調査研究会 1983: 51, 図版IX (5);
山口•馬場 1993: 434, fig. 154; 村岡 1998: 48
(KPM NH 106331, 107123, 107460); 丸村•小
阪, 2003: 47; Rahayu & Ng 2014: 409, figs. 10–
13; Ng & Rahayu 2016: 126, figs. 2–6.
供試標本. KPM-NH107123, 1雌, 17.7 × 30.3 mm,
藤沢市江ノ島; KPM-NH107460, 1雌, 17.5 × 29.0
mm, 和 歌 山 県 南 部 ; WMNH-Na-Cr. 682, 2 雌 ,
15.1 × 26.5 , 16.0 × 28.2 mm, 土佐湾, 永井誠二採
集.
備考. 日本産「ムツアシガニ」(図1) は, かつ
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てHexapus sexpesとして扱われたこともあった
が ( 例 え ば Sakai 1976), Manning & Holthuis
(1981) と Rahayu & Ng (2014) の分類学的再検
討により, 現在は Hexapinus latipes (De Haan,
1835) とされている. なお, 真のHexapus sexpes
(Fabricius, 1798) は, インド南西部からタイの
プーケット, マレーシアのペナン海峡やマラッ
カ海峡のKuala Selangorなど, インド洋側に分布
する (Rahayu & Ng 2014; Velip & Rivonker 2014;
Ng & Rahayu 2015).
武田 (1979) は「Hexapus sexpes」を 潮岬か
ら 報 告 し て い る . そ の 標 本 は Rahayu & Ng
(2014: fig. 11) が H. latipes として図示している
NSMT-Cr 5694 であり, 甲背面全体に浅く大き
な穴があるのと甲後側縁の形状から, ムツアシ
ガニ Hexapinus latipes であることは間違いな
い.
分布 . 日本 (相模湾, 愛知県三河一色, 三重
県安乗, 紀伊半島, 土佐湾); インドネシア (ア
ンボン) (短尾類分布調査研究会 1983; Rahayu &
Ng 2014; Ng & Rahayu 2015).
生息環境 . Sakai (1976: 554) は, ムツアシガ
ニ の ハ ビ タ ッ ト に つ い て , “Bottoms of mud,
probably as a commensal of Annelids, depth 20 to 50
metres, sometimes littoral”としている. しかし,
Sakai (1976) は H. latipes と H. simplex を区別し
ておらず (H. simplex 備考参照), このハビタッ
トの記述がどちらの種の情報かを判断できな
い. また, Sakai (1939; 1965b; 1976) は, ムツア
シガニが環形動物の棲管に生息すると, 時には
疑問符も付けて示しているが, これは恐らく
Zehntner (1894) や De Man (1888) が Hexapus
sexpes について提供した情報を引用しているた
めであると考えられ, 日本産ムツアシガニ H.
latipes についての確実なホスト情報はまだ知ら
れていない.
山口ら (1987: 23, pl. 10 fig. 3) は写真付きで
「Hexapinus latipes」を報告しているが, 甲後側
縁に突起がなく甲背面が比較的平坦に見え，さ
らに第 3 歩脚長節が甲幅の半分程度の長さであ
ることから, この写真の種は, 当時 H. sexpes と
されていた現在のムツアシガニでも, H. simplex
でもなく, ヒメムツアシガニである可能性が高
い. 山口ら (1987) により用いられた標本は,
残念ながら再調査ができなかったため種同定
の妥当性を確認できないが, もし山口ら (1987)
の標本がヒメムツアシガニであれば, 彼らが説
明している「常にトゲイカリナマコに共生して
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図 1. ムツアシガニ. A, KPM-NH107460 (雌, 17.7 × 30.3 mm); B, WMNH-Na-Cr 682 (雌, 16.0 × 28.2 mm).
Fig. 1. Hexapinus latipes (De Haan, 1835). A, KPM-NH107460 (female, 17.7 × 30.3 mm); B, WMNH-Na-Cr 682 (female,
16.0 × 28.2 mm).

おり」という記述は, 本研究の観察内容と一致
する (ヒメムツアシガニの生息環境の欄を参
照).
Hexapinus simplex Rahayu & Ng, 2014
ヤドリムツアシガニ
(図 2, 3)
Hexapus (Hexapus) sexpes – Sakai 1976: 554 (part),
342 (part), pl. 196, fig. 2. (not Cancer sexpes
[記録] 成瀬ら: ムツアシガニ類 6 種の和名と補足情報

Fabricius, 1798).
Hexapus sexpes – Sakai 1939: 577 (part), pl. CII fig.
4; 酒井 (1949: 671, 図1936); 酒井 (1956: 図
6上); 酒井 1965b: 707, 図; 西村・鈴木 1971:
121, pl. 44 fig. 2. (not Cancer sexpes Fabricius,
1798).
Hexapus anfractus – 三宅1983: 151, pl. 51 (1). (not
Lambdophallus anfractus Rathbun, 1909).
Hexapinus latipes – 渡部 2012b: 190; 邉見•伊谷
2013: 115, 図1, 2. (not Hexapus latipes De Haan,
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1835).
Hexapinus simplex Rahayu & Ng, 2014: 418, figs.
1A–F, 18–21; Ng & Rahayu 2015: 134; 締次ら
2016: 157, 図2–4.
供試標本. 田辺湾: ZLKU 657•658, 2 雌, 8.4 ×
13.8, 9.4 × 15.1 mm, 畠島, 1943 年 5 月 15–22 日,
三宅貞祥採集.
大阪湾: RUMF-ZC-4371, 1 雌, 4.2 × 6.4 mm,
成ケ島, 2016 年 8 月 27 日, 花野晃一•川渕千尋•
為後智康•和田太一採集.
高知浦ノ内湾: LMSB KU 2013-04, 1 雌, 6.7 ×
10.9 mm, 福良, 2013 年 7 月 22 日,
邉見由美・伊谷行採集; LMSB KU 2013-05, 1
抱 卵 雌 , 8.7 × 14.8 mm, 堂 ノ 浦 , Chaetopterus
cautus の棲管より, 2013 年 7 月 25 日, 邉見由美
•伊谷行採集; LMSB KU 2015-03, 1 雌, 6.3 × 10.0
mm, 宇津賀, Chaetopterus cautus の棲管より,
2015 年 4 月 29 日, 邉見由美・伊谷行採集;
LMSB KU 2016-01, 1 雌, 5.7 × 8.9 mm, 堂ノ浦,
Chaetopterus cautus の棲管より, 2016 年 5 月 7
日, 邉見由美・伊谷行採集.
天草: OMNH-Ar 10113, 1 雌, 9.1 × 15.5 mm, 牛
深里浦, 2004 年 4 月 7 日, 渡部哲也採集.
奄美大島: RUMF-ZC-2110, 1 雄, 8.4 × 12.6 mm,
1 female, 8.2 × 13.6 mm, 手花部, 2012 年 4 月 25
日, 前之園唯史採集; RUMF-ZC-2111, 1 雄, 8.0 ×
13.1 mm, 10 雌, 7.3 × 12.2 – 8.7 × 15.3 mm, 3 抱卵
雌 7.8 × 13.3 – 8.0 × 13.8 mm, 手花部, 2012 年 4
月 27 日, 前之園唯史採集.
沖縄島: RUMF-ZC-2108, 1 抱卵雌, 11.1 × 16.1
mm,キャンプシュワブ沖, 2010 年 7 月 21 日, 成
瀬貫ら採集.
西表島: RUMF-ZC-2109, 2雄, 7.1 × 10.7, 7.2 ×
10.9 mm, 1雌 7.4 × 12.4 mm, 船浦湾, 2007年6月
12•17日, 成瀬貫採集; RUMF-ZC-4369, 1 抱卵雌,
5.9 × 9.5 mm, 船 浦 湾 , 水 深 10m, Chaetopterus
cautus (RUMF-ZO-0009) の棲管より, 2016年7月
15日, 吉田隆太採集; RUMF-ZC-4381, 1 抱卵雌,
6.4 × 10.7 mm, 船浦湾, 水深10m, Chaetopterus
cautus (UF[Ir-P55]) の棲管より, 2016年7月15日,
吉田隆太採集; RUMF-ZC-4370, 1 抱卵雌, 8.0 ×
13.9 mm, 船浦港東24.406750, 123.819040, 2016
年 8月 4日 , 成 瀬 貫 •吉 田 隆 太 採 集 ; RUMF-ZC4378, 1 抱 卵 雌 , 6.0 × 10.1 mm, 船 浦 港 東
24.406750, 123.819040, Chaetopterus cautus
(RUMF-ZO-0010) の 棲 管 よ り , 2016年 8月 4日 ,
成瀬貫•吉田隆太採集; RUMF-ZC-4379, 1 抱卵
雌 , 7.1 × 12.1 mm, 船 浦 港 東 24.406750,
20

123.819040, Chaetopterus cautus (RUMF-ZO0011) の棲管より, 2016年8月4日, 成瀬貫•吉田
隆太採集; RUMF-ZC-4380, 1雌, 8.0 × 13.6 mm,
船 浦 港 東 24.406750, 123.819040, Chaetopterus
cautus (RUMF-ZO-0012) の棲管より, 2016年8月
4日, 成瀬貫•吉田隆太採集; RUMF-ZC-4381, 1抱
卵 雌 , 5.6 × 9.4 mm, 船 浦 港 東 24.406750,
123.819040, Chaetopterus cautus (RUMF-ZO0013) の棲管より, 2016年8月4日, 成瀬貫•吉田
隆太採集; OMNH-Ar 10114, 1雌, 7.7 × 13.6 mm,
伊 武 田 崎 西 , 2015 年 9 月 14 日 , 成 瀬 貫 採 集 ;
RUMF-ZC-2107, 1 雌 , 7.4 × 9.2 mm, ナ カ ラ 川 ,
2005年7月22日, 名和純採集; RUMF-ZC-4366, 1
雌, 7.0 × 12.3 mm, 網取湾奥, 2014年5月8日, 成
瀬貫採集; RUMF-ZC-4367, 1雄, 5.6 × 8.6 mm, 網
取湾奥, 2014年7月17日, 成瀬貫ら採集; RUMFZC-4368, 1抱卵雌, 7.4 × 12.5 mm, 網取湾奥, 2014
年8月20日, 成瀬貫採集; OMNH-Ar 10115, 1雄,
5.4 × 8.6 mm, 網取湾奥, 2014年7月17日, 成瀬貫
ら採集; RUMF-ZC-4382, 1雄, 7.0 × 11.2 mm, 白
浜 港 , -8.6m, Chaetopterus cautus (RUMF-ZO0014) の棲管より, 2016年8月29日, 成瀬貫•吉
田隆太採集; RUMF-ZC-4383, 1抱卵雌, 7.0 × 11.6
mm, 白浜港, -7m, Chaetopterus cautus (RUMFZO-0015) の棲管より, 2016年8月29日, 成瀬貫•
吉田隆太採集; RUMF-ZC-4384, 1抱卵雌, 6.9 ×
11.3 mm, 白 浜 港 , -7m, Chaetopterus cautus
(RUMF-ZO-0016) の棲管より, 2016年8月29日,
成瀬貫•吉田隆太採集.
備考. Rahayu & Ng (2014) により新種として
記載された本種ヤドリムツアシガニ Hexapinus
simplex (図 2B, 3) は, 甲の後側縁の中央よりや
や後方から第 3 歩脚基部の直前までに, 基本は
二峰状であるが変異として突出間の凹みが浅
く 1 つの幅広い台形状にもなる隆起が発達する.
これに対しムツアシガニ H. latipes の後側縁に
発達する隆起は単峰状であり, その位置は第 3
歩脚基部の直前のみであることから, 両種を容
易に識別できる. さらに, ヤドリムツアシガニ
の甲背面は, 小型個体では甲周辺が顆粒で覆わ
れ, それから中心にかけて小さい穴が散在する
が (Rahayu & Ng 2014: fig. 18C), 大きくなるに
つれて甲背面は平滑になり, 甲の周辺部にのみ
小さい穴が散在する傾向にある (図 2B, 3A;
Rahayu & Ng 2014: fig. 1A–F). これに対し, ムツ
アシガニは, 体サイズに関わらず甲背面を比較
的大きく浅い穴が覆う (図 1; Rahayu & Ng 2014:
figs. 10A, 11A, 12A).
日本では, ヤドリムツアシガニとムツアシ
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図 2. ツバサゴカイとその棲管に同居していたヤドリムツアシガニとウチノミヤドリカニダマシ. A, ツバサ
ゴカイ, RUMF-ZO-0010; B, ヤドリムツアシガニ, RUMF-ZC-4378, 抱卵雌, 6.0 × 10.1 mm; C, ウチノミヤドリ
カニダマシ, RUMF-ZC-4385, 抱卵雌, 3.3 × 5.0 mm. スケール = 5 mm.
Fig. 2. Hexapinus simplex Rahayu & Ng, 2014, and Polyonyx cf. utinomii Miyake, 1943, from a parchment tube of
Chaetopterus cautus Marenzeller, 1879. A, Chaetopterus cautus, RUMF-ZO-0010; B, Hexapinus simplex, RUMF-ZC4378, ovigerous female, 6.0 × 10.1 mm; C, Polyonyx cf. utinomii, RUMF-ZC-4385, ovigerous female, 3.3 × 5.0 mm.
Scales = 5 mm.

ガ ニ は 混 同 さ れ て き た (Rahayu & Ng, 2014:
409). 紀伊半島産の標本を示した Sakai (1939)
の写真 (Pl. CII fig. 4) は, 酒井 (1956: 図 6 上)
と同じ写真で, 甲の後側縁に二峰状の基部が幅
広い隆起が認められ, また甲背面が平滑で多く
の穴に覆われていないことから, この写真はヤ
ドリムツアシガニを示していることがわかる.
酒井 (1949: 図 1936; 1965b) も同様の形質から,
ヤドリムツアシガニを示している. 酒井 (1954)
(酒井 1949 の後続版) は「ムツアシガニ Hexapus
sexpes (甲長 10.5 mm, 甲幅 16.5 mm 位) 」につ
いて「側縁ハ斜後方ニ開キ, 其の中央部ヨリ稍
後方ニ葉狀ノ突出アリ」と記述をしているが,
締次ら (2016) はこれをムツアシガニの特徴と
判断した. しかし, ヤドリムツアシガニにも
「葉狀ノ突出」(=隆起) はあり, 酒井 (1954) が
示している「中央部ヨリ稍後方」という位置は,
ムツアシガニではなくヤドリムツアシガニの
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それに一致する. このことから, 酒井 (1954;
1965b) の図, 及びおそらく記述自体もヤドリ
ムツアシガニを示していると考えられる.
なお締次ら (2016) は, 自身の研究によりヤ
ドリムツアシガニの鉗脚サイズの左右差が雄
にのみ観察される点と, Rahayu & Ng (2014: 411,
fig. 11) によるムツアシガニの雌は鉗脚サイズ
に左右差があるという記述から, 酒井 (1954)
による「ムツアシガニ Hexapus sexpes (甲長 10.5
mm, 甲幅 16.5 mm 位) 」の「左右等大の鉗脚」
という記述は, ヤドリムツアシガニの雌を示し
ていると判断している. しかし, ムツアシガニ
に お い て Rahayu & Ng (2014) で 示 さ れ た 雌
(fig. 11, 甲長 7.6 mm, 甲幅 10.2 mm) の鉗脚サ
イズの左右差はわずかであり, さらに Rahayu &
Ng (2014) の 雌 (fig. 12, 甲 長 17.5 mm, 甲 幅
30.4 mm) の鉗脚サイズの左右差も非常に小さ
い. また, ムツアシガニの雄を唯一記録してい
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図 3. ヤドリムツアシガニ. ZLKU 657•658, 雌, 9.4 × 15.1 mm. A, 全体; B, 第 3 顎脚.
Fig. 3. Hexapinus simplex Rahayu & Ng, 2014. ZLKU 657•658, female, 9.4 × 15.1 mm. A, habitus; B, third maxilliped.

るのは小田原 (1965: 図 d, 甲長 17.0 mm, 甲幅
28.0 mm) であるが, この大きさの個体でも鉗
脚サイズの左右差はそれほど大きくなく, 酒井
(1954) が観察した甲幅 16.5 mm ほどの個体で
は左右差がより小さいことが推察される. こ
れらのことから, 鉗脚サイズの左右差からムツ
アシガニとヤドリムツアシガニを同定するに
は, 両種の雌雄のさらなる詳細なデータが必要
であろう.
Sakai (1976: pl. 196) では, 相模湾産の fig. 1
がムツアシガニ, 与論島産の fig. 2 がヤドリム
ツアシガニである. Sakai (1976) は敢えて 2 種の
図を示していることから, その同定を疑問視し
ていたのかもしれない. また, 三宅 (1983) が
「ヒメムツアシガニ」として描いた標本
(ZLKU 657•658) を実際に検鏡したところ, ヤ
ドリムツアシガニであった (図 3). 他にも, 渡
部 (2012b) と邉見•伊谷 (2013) が示す図の標
本 (OMNH-Ar 10113; LMSB KU 2013-04, 05) を
検鏡したところ, ともにヤドリムツアシガニで
あったため, それらの記述内容はヤドリムツア
シガニの情報である (伊谷, 私信; ただし渡部
(2012b) に よ る 宿 主 情 報 に つ い て は 以 下 を 参
照). 本報告では, 過去の文献について可能なか
ぎり再同定を試み, その結果を両種のシノニム
リストに示した. 締次ら (2016) も, 日本から
「ムツアシガニ」として報告されたいくつかの
例について再同定を試みている. その中で, 環
境省自然環境局生物多様性センター (2007) に
より Hexapus sexpes として記録されている「ム
ツアシガニ」は, 採集された環境が潮間帯であ
ることを根拠に「ヤドリムツアシガニ」であろ
うと推察している. しかし, 同定の根拠となる
図や標本がない場合, 情報の真偽が確認できな
い為, 本報ではそのような文献はシノニムリス
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トに加えていない.
分布. 英虞湾; 田辺湾; 紀伊半島; 大阪湾
(成 ケ 島 ); 高 知 ; 天 草 ( 牛 深 里 浦 ); 琉 球 列 島
(奄美大島; 与論島; 沖縄島; 西表島). 国外では,
中国 (福建省; 広東省; 海南島; 南シナ海); イ
ンドネシア (ロンボク; Lembeh Straits, Sulawesi;
Kei Islands), シンガポールから報告されている
(Sakai 1939; 1976; Rahayu & Ng 2014; Ng &
Rahayu 2015; 締次ら 2016; 本研究).
生息環境. 西表島の船浦湾や網取湾にて, ヤ
ドリムツアシガニの生息状況を観察できた. 内
湾の海草藻場が発達するような潮間帯から潮
下帯上部に多産するツバサゴカイ Chaetopterus
cautus Marenzeller, 1879 の棲管をヤビーポンプ
で吸い取ると, ヤドリムツアシガニが多く採集
された. また両湾で潜水調査を行なったところ,
水深 10 m ほどまでにもツバサゴカイの棲管が
みられ, それらの棲管を採集して陸上で切り開
くと, 棲管毎にツバサゴカイ 1 個体とともに本
種が 1 個体ずつ確認された. このように採集し
た棲管 9 例のうち, ヤドリムツアシガニが抱卵
雌の場合が 6 例, 卵を持たない雌が 2 例, 雄が
1 例, それぞれ観察された. また, 陸上まで持ち
上 が っ て 解 剖 し た ツ バ サ ゴ カ イ (RUMF-ZO0010) の棲管の 1 つから, ヤドリムツアシガニ
の抱卵雌 (RUMF-ZC-4378, 図 2B) 1 個体と共に
ウチノミヤドリカニダマシ Polyonyx cf. utinomii
の抱卵雌 (RUMF-ZC-4385, 図 2C) 1 個体も採集
された.
ヤドリムツアシガニとツバサゴカイ類の共
生関係には, 西村・鈴木 (1971) や, 邉見•伊谷
(2013) による高知での観察例, 締次 (2016) に
よる英虞湾での観察例の他, 奄美大島の標本の
採集者も確認している (前之園, 私信). また
Rahayu & Ng (2004) による Lombok と Singapore
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からの採集例では, 宿主について触れていない.
渡部 (2012b)は, 「ムツアシガニ」としてヤド
リムツアシガニの生態環境•生態情報について
も記述しており, その生息環境はトゲイカリナ
マコの巣穴とツバサゴカイの棲管としている
が, トゲイカリナマコの巣穴についての情報は,
同じく「ムツアシガニ」としてヒメムツアシガ
ニの情報を記述した山口 (1976) の情報を引用
している (渡部, 未発表). Kai & Henmi (2008:
344) は , 八 代 海 で ト ゲ イ カ リ ナ マ コ の 巣 穴
(n=5257) に寄居する生物を7種挙げており, そ
の う ち 短 尾 類 は ヒ メ ム ツ ア シ ガ ニ (Hexapus
anfractus と し て 記 録 ), ア リ ア ケ ヤ ワ ラ ガ ニ
Elamenopsis ariakensis (Sakai, 1969) (ヤワラガニ
科), ヨコナガモドキAsthenognathus inaequipes
Stimpson, 1858 (モクズガニ科) の計3種のみが
確認されており, トゲイカリナマコの巣穴から
得られたムツアシガニ類はヒメムツアシガニ
のみである (逸見, 私信). またヒメムツアシガ
ニより大きくなるヤドリムツアシガニがトゲ
イカリナマコの巣穴に入るのは, その体サイズ
より困難な可能性が高い. これらのことから,
現在までにヤドリムツアシガニの生息環境と
して確認されているのは, ツバサゴカイの棲管
のみである.
Mariaplax Rahayu & Ng, 2014
ヒメムツアシガニ属
備考. ヒメムツアシガニ属 Mariaplax Rahayu &
Ng, 2014は, 現在15種を含むムツアシガニ科で
最も大きな属である (Rahayu & Ng, 2014; Ng &
Rahayu, 2015). ヒメムツアシガニ属は, ムツア
シガニ属より, 第3顎脚の座節内縁はあまり膨
らまず, 第2–4歩脚長節の上面に縦長の溝があ
ることから, 容易に区別できる.
日本より分布が確認されている 3 種は, 甲幅
の甲長に対する比 (ヒメムツアシガニ: イルン
ティムツアシガニ: オオウラムツアシガニ =
1.5 : 1.7 : 1.4) と, 雄の第 1 腹肢の形状により識
別できる (Rahayu & Ng 2014 参照).
日本産ヒメムツアシガニは長い間 Hexapus
anfractusと同定されてきた. その後, Rahayu &
Ng (2014) が H. anfractus を 彼 女 ら が 創 設 し た
Mariaplax Rahayu & Ng, 2014 に移し, さらにM.
anfractusをタイ湾とPenan Strait産の標本に限定
した上で, 日本と中国産の標本をM. chenaeとし
て記載した. Sakai (1976)は, 当時ヒメムツアシ
ガニが含まれていたLambdophallusに「ヒメムツ
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アシガニ属」の和名を与えたが, 現在はヒメム
ツアシガニがMariaplaxに移されており, また
Mariaplaxには和名が与えられていない状況で
ある. 属の学名と和名, 及びそこに含まれる種
を明確に示すため, 和名「ヒメムツアシガニ属」
をMariaplaxに適用することを提案したい. な
お, Lambdophallus Alcock, 1900 は, 現在, イン
ド洋産のLambdophallus sexpes Alcock, 1900 の
みを含む.
Mariaplax chenae Rahayu & Ng, 2014
ヒメムツアシガニ
(図 4)
Lambdophallus anfractus – 松尾 1971, 75–91, pl.
IV.
Hexapus (Lambdophallus) anfractus – Sakai, 1976:
554, pl. 196, fig. 3 (not Lambdophallus
anfractus Rathbun, 1909)
Hexapus anfractus – Manning & Holthuis, 1981:
172, fig. 33; Kai & Henmi, 2008: 344; 渡部,
2012a: 189 (not Lambdophallus anfractus
Rathbun, 1909).
Mariaplax chenae Rahayu & Ng, 2014: 427, figs.
1H, 24–27.
供試標本. RUMF-ZC-4507, 3 雌, 4.7 × 7.5 – 6.2 ×
9.4 mm, 熊本県上天草市松島町源蔵島, 2012 年
6 月 3 日, 渡部哲也採集.
備考 . 属の備考欄を参照. なお, 三宅 (1961),
酒井 (1951), 山口ら (1976，1987), 村岡 (1998)
のヒメムツアシガニの記録は, 図などが掲載さ
れていない，もしくは標本によって種同定を確
認することができなかったため, ヒメムツアシ
ガニのシノニムリストには加えなかった. 有明
海より採集したヒメムツアシガニの幼生形態
を記した松尾 (1971) は, 成体の写真を掲載し
ているが, 写っているカニは小さく不鮮明であ
る. しかし, 第 1・2 稚ガニの第 3 顎脚 [pl. IV (I,
R)] は, 座節が比較的細く内縁が強く張り出さ
ないというヒメムツアシガニ属の特徴を既に
示しており, また有明海から唯一確認されてい
るヒメムツアシガニ属はヒメムツアシガニ
Mariaplax chenae であることから, 松尾 (1971)
の扱った種はヒメムツアシガニで間違いない
と考えられる.
本種をムツアシガニとヤドリムツアシガニ
から識別する形質として, 甲後側縁に隆起がな
く, 甲背面が比較的平坦に見え，さらに第 3 歩
脚長節が甲幅の半分近いかそれ以上の長さに
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図 4. ヒメムツアシガニ. RUMF-ZC-4507 (雌, 6.2 × 9.4 mm).
Fig. 4. Mariaplax chenae Rahayu & Ng, 2014. RUMF-ZC-4507 (female, 6.2 × 9.4 mm).

なる点を挙げられる (図 4).
分布 . 中国 (東シナ海沿岸, 黄海沿岸); 日本
(有明海, 天草, 瀬戸内海, 南紀瀬戸畠島) (三宅,
1983; Rahayu & Ng 2014).
生息環境 . 有明海では潮間帯中部から浅海
域でみられ, 砂泥底から泥底に生息するトゲイ
カリナマコ Protankyra bidentata (Woodward &
Barrett, 1858) の巣穴に寄居していた. 寄居率は
多いところで50％程度あった. トゲイカリナマ
コの巣穴以外の場所では確認されず，また少な
くとも有明海中部においては環形動物の棲管
への寄居は確認できていない. 生時は全身が泥
に覆われており, 動きも緩慢なため確認しづら
い.
酒井 (1956)は最初に「ヒメムツアシガニ」と
いう和名を提唱し, 本種の宿主を「いかりなま
こ」や「ふさごかい」としている. しかし本種が
フサゴカイ類と共生している文献は見当たら
ず, その真偽は定かではない.
Mariaplax narusei Rahayu & Ng, 2014
イルンティムツアシガニ（新称）
(図 5)
Mariaplax narusei Rahayu & Ng, 2014: 443, figs.
2C, 39, 40.
供試標本. ホロタイプ. RUMF-ZC-2112, 1 雄, 5.8
× 9.6 mm, 西表島船浦湾, 2011 年 7 月 1 日, 成瀬
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貫採集.
パラタイプ. RUMF-ZC-2113, 1 抱卵雌, 6.7 ×
11.5 mm, 採集情報はホロタイプと同じ.
その他. 西表島: RUMF-ZC-4372, 1 幼若個体,
2.3 × 4.0 mm, 網取湾奥, 2014 年 8 月 5 日, 成瀬
貫採集; RUMF-ZC-4373, 1 幼若個体, 1.8 × 2.5 mm,
美田良, 2014 年 8 月 14 日, 成瀬貫採集; RUMFZC-4374, 4 幼若個体, 1.9 × 3.0 – 2.4 × 3.8 mm, 美
田良, 2014 年 8 月 15 日, 成瀬貫採集.
外離島: RUMF-ZC-4375, 3 幼若個体, 2.4 × 3.9
– 2.6 × 4.2 mm, 外離島湾出口, 2014 年 12 月 2 日,
成瀬貫•斉藤幸平•阿久津厳道•奥田和美採集.
鳩間島: ZRC 2017.0315, 1 雄, 4.2 × 7.9 mm, 鳩
間島南西 24.461339, 123.811436, 2016 年 8 月 22
日, 成瀬貫•吉田隆太•遠藤祐紀採集; RUMFZC-4376, 1 幼若個体, 2.9 × 4.9 mm, 鳩間島南東
リーフ内, 2016 年 8 月 18 日, 成瀬貫•吉田隆太•
遠藤祐紀採集.
備考. 本種は記載された当時, 西表島船浦湾
の潮間帯から得られた 3 個体からのみ知られて
いた. しかし, 西表島及び周辺離島で行なった
最近の潜水調査により, 多くの幼若個体と雄の
成体 1 個体を採集した (図 5). 幼若個体は成体
に比べ, 歩脚が相対的に長い傾向にあるが, 第
3 顎脚などの形態的特徴は成体のそれと同様な
状態のため, 本種と同定した. また, 本種のホ
ロタイプの目は明るい赤色であり (Rahayu &
Ng 2014: fig. 2C), 今回得られたすべての標本も
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図 5. イルンティムツアシガニ. A, ZRC 2017.0315, 雄, 4.2 × 7.9 mm; B, RUMF-ZC-4372, 幼若個体, 2.3 × 4.0 mm.
Fig. 3. Mariaplax narusei Rahayu & Ng, 2014. A, ZRC 2017.0315, male, 4.2 × 7.9 mm; B, RUMF-ZC-4372, juvenile,
2.3 × 4.0 mm.

同様であった (図 5). ヒメムツアシガニの目も
赤みを帯びるが (図 4), イルンティムツアシガ
ニの方がより明るい赤色を呈す.
本種には, 基産地の西表島にちなみ, 新称
「イルンティムツアシガニ」を提唱したい. 和
名の基準となる標本は RUMF-ZC-2112 とする.
分布. 西表島, 外離島, 鳩間島.
生息環境 . 本種の追加標本が採集された環
境は, 潮通しが弱い, 水深 15m くらいまでの,
非常に細かい砂から成る海底に開いた穴より,
ヤビーポンプによって採集された. 本種をヤビ
ーポンプで採集した際, 他の生物が同時に採集
されたということはなかったため, 本種は単独
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で穴を掘って生息している可能性が高い.
Mariaplax ourabay Rahayu & Ng, 2014
オオウラムツアシガニ（新称）
Mariaplax ourabay Rahayu & Ng, 2014: 446, figs.
2A, B, 41, 42.
供試標本 . ホロタイプ. RUMF-ZC-2114, 雄, 5.4
× 7.6 mm, 沖縄島大浦湾二見, 2009 年 6 月 20 日,
大浦湾調査チーム.
備考. オオウラムツアシガニは, 現在のとこ
ろ雌雄 1 個体ずつからのみ知られている種であ
る.
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本種には, 基産地の大浦湾にちなみ, 新称
「オオウラムツアシガニ」を提唱したい. 和名
の基準となる標本は RUMF-ZC-2114 とする.
分布. 沖縄島.
生息環境. 本種が他種と共生関係にあるかどう
かについては確認できていない.
Rayapinus Rahayu & Ng, 2014
マニングムツアシガニ属（新称）
備考. 現在のところ 1 属 1 種であるマニングム
ツアシガニ属 Rayapinus Rahayu & Ng, 2014 は,
歩脚が太短く, 特に前節と指節が短い点, 雄の
第 1 腹肢が太く, 先端約 1/3 で強く曲がり, 先
端がやや広がる点, さらに雌の第 1–6 腹節が癒
合しているという形質から特徴付けられる.
本属は, Smithsonian Institution の甲殻類のキ
ュレーターであった故 Raymond B. Manning 氏
に献名されている. この属に対して, 和名の新
称「マニングムツアシガニ属」を提唱したい.

Rayapinus maenosonoi Rahayu & Ng, 2014
マエノソノムツアシガニ（新称）
供試標本 . ホロタイプ. RUMF-ZC-2115, 雄, 4.6
× 6.6 mm, 瀬底島, 2010年5月11日, 前之園唯史
採集.
備考. マエノソノムツアシガニは, 現在のと
ころ雌雄 1 個体ずつのみ知られている種である.
本種には, 種小名となっているタイプ標本
の採集者にちなみ, 新称「マエノソノムツアシ
ガニ」を提唱したい. 和名の基準となる標本は
RUMF-ZC-2115 とする.
分布. 瀬底島.
生息環境 . 本種が他種と共生関係にあるか
どうかについては確認できていない.
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summarized from the literature by including records
of reliably identified hexapodid species. Among the
six hexapodid species treated in this paper,
Hexapinus simplex Rahayu & Ng, 2014, inhabits the
tube of Chaetopterus cautus Marenzeller, 1879
(Chaetopteridae), whereas Mariaplax chenae
Rahayu & Ng, 2014, is from the tunnel of
Protankyra bidentata (Woodward & Barrett, 1858)
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Additional information on the distribution
and habitats of six hexapodid species
(Crustacea: Decapoda: Brachyura), with
review of their Japanese names.
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Abstract. The present study matches up scientific
and Japanese names of six out of the eight hexapodid
species recorded from Japan and summarizes
additional information on their distribution and
habitat. It was often the case in previous studies that
distributional records, host records, etc. of old and
recently described species were not well separated.
The present study limited the synonymy lists to those
identities that were confirmed by examining actual
specimens or by figures provided in the literature.
Possible host species of the six hexapodids are also
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