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琉球列島初記録となるアリアケヤワラガニ (十脚目: 短尾下目: ヤワラガニ科) の記録
前之園唯史
〒901-2111 沖縄県浦添市経塚 1-4-5 102 株式会社かんきょう社 (maenosono@kankyo-sha.co.jp)

記録

沖縄諸島の屋我地島からアリアケヤワラガニ
(ヤワラガニ科) の 1 標本を採集した. 本種はこ
れまで大阪湾, 有明海, 八代海, 中国の福建省
から報告されているが (逸見 2012), 琉球列島
からは初めての採集記録である. なお, 本研究
で検討した標本は, 75%エタノールの液浸標本
と し て 琉 球 大 学 博 物 館 , 風 樹 館 (RUMF:
Ryukyu University Museum, Fujukan) に収蔵され
ている. 標本の大きさは甲長 (額角含む) × 甲
幅 (甲の最大幅) で示した.
Elamenopsis ariakensis (Sakai, 1969)
アリアケヤワラガニ
(図 1)
検討標本. RUMF-ZC-3874, 1 雄 (3.9 × 5.2 mm),
名護市屋我地島饒平名, 2015 年 5 月 17 日, 前之
園唯史採集.
備考. 検討標本は, 潮間帯下部の砂泥底質か
らヤビーポンプによって吸引採集された. 何ら
かの底生動物の巣孔と考えられる穴を吸引し
た際に本種が採集されたが, 宿主を採集するこ
とはできなかった.
屋我地島から採集された標本 (図 1) の特徴
は, 先行研究で示されているアリアケヤワラガ
ニ の 記 載 や 図 に 概 ね 一 致 し た が (Sakai 1969,
1976; Ng et al. 1999; 小菅 2000; 小菅ら 2002;
Kai & Henmi 2008; 逸見 2012; 鈴木ら 2013),
腹部の形質にこれまで報告されていない変異
が見られた. 先行研究による雄の腹部の図では,
尾節 (pleotelson) と腹節の関節部付近にその他
の節の存在は示されていないが (Sakai 1969:
text-fig. 3b; 1976: text-fig. 80b; Ng et al. 1999: fig.
3E; Kai & Henmi 2008: fig. 5C, E), 検討標本の尾
節と第 5 腹節の関節部には, 中央に 1 カ所, 両
側にそれぞれ 1 カ所, 小さいながら他の節から
明瞭に区切られた小域が確認された (図 1F).
これら 3 つの小域のうち, 中央のものは関節膜
であるが, 両側の 2 つについては, その外面に,
尾節や腹節の外面と同様の短い剛毛が, 同程度

の密度で生えていることから, 関節膜ではなく
尾肢 (uropod) であると判断した.
ヤワラガニ科の分類において, 雄の尾肢の
有無は極めて重要な形質であり, 属の標徴形質
とされる場合もある (例えば, Ng & Richer de
Forges 1996; Guinot & Richer de Forges 1997;
Guinot 2011). 一方, アリアケヤワラガニが属す
る Elamenopsis A. Milne-Edwards, 1873 では, 雄
が尾肢を有している E. guinotae Poore, 2010, こ
れ を 欠 い て い る E. lineata A. Milne-Edwards,
1873 (タイプ種) および E. comosa Ng & Chuang,
1996, 雄が採集されていないため形質状態が不
明な E. rotunda Naruse & Ng, 2007 と様々である
(Ng & Chuang 1996; Ng & Richer de Forges 1996;
Naruse & Ng 2007; Poore 2010). 本研究の検討標
本に見られた変異が成長に伴う種内変異であ
るのか, 種の違いを表しているのかについては,
タイプ標本を含めたより多くの標本に基づく
検討が必要であり, これに加えて, Elamenopsis
の単系統性や属の分類学的位置についても再
検討する必要がある.
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図 1. アリアケヤワラガニ, 雄 (3.9 × 5.2 mm), RUMF-ZC-3874. A, 全体, 背面, 生時の体色 (清掃前); B, 甲,
背面; C, 甲の前半, 後背面; D, 第 3 顎脚, 外面; E, 右の第 3 歩脚の指節, 上面; F, 腹部の先端. 略称: p3, 第 3
腹節; p4–5, 第 4, 5 腹節 (癒合); pt, 第 6 腹節と尾節 (癒合); u, 尾肢.
Fig. 1. Elamenopsis ariakensis (Sakai, 1969), male (3.9 × 5.2 mm), RUMF-ZC-3874. A, entire animal, dorsal view, live
colouration (before cleaning); B, carapace, dorsal view; C, anterior part of carapace, posterodorsal view; D, third
maxillipeds, outer view; E, dactylus of right third ambulatory leg, upper view; F, distal part of pleon. Abbreviations: p3,
pleonal somite 3; p4–5, pleonal somites 4 and 5 (fused); pt, pleonal somite 6 and telson (pleotelson); u, uropod.
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First record of Elamenopsis ariakensis
(Sakai,
1969)
(Decapoda:
Brachyura:
Hymenosomatidae) from the Ryukyu Islands,
Japan.
Tadafumi Maenosono
Kankyosha, 1-4-5 102 Kyozuka, Urasoe,
Okinawa 901-2111, Japan
(maenosono@kankyo-sha.co.jp)
Abstract. Single specimen of hymenosomatid crab,
Elamenopsis ariakensis (Sakai, 1969), was collected
from Yagaji-jima Island, adjacent to Okinawa-jima
Island, in the central Ryukyus, Japan. This specimen
represents the first record of the species from the
Ryukyu Islands. The specimen examined in this
study agrees very well with previous reports except
for the presence of lateral and median divisions
between pleotelson and fused pleonal somite 4–5.
The median devision has a smooth outer surface and
is an articulating membrane, but the lateral devisions
are regarded as uropods because the outet surface is
setose as in other pleonal somites.
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[記録] 前之園: アリアケヤワラガニの琉球列島からの記録
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