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横須賀市平作川で採集された
ダイミョウサギ

（スズキ目：クロサギ科）

ダ イ ミ ョ ウ サ ギ Gerres japonicas Bleeker, 1854 
は，長崎県産の個体を模式標本とする，スズキ目ク
ロサギ科クロサギ属の魚類である （Bleeker, 1854; 波

戸岡 , 2013）。本種は千葉県～三重県の太平洋沿岸瀬
戸内海西部，山陰地方，九州北西岸および韓国，上
海～香港の中国沿岸に分布する海産魚類である （波
戸岡 , 2013）。クロサギ科魚類は汽水域を含む内湾の
砂泥底海域に生息するが （下瀬 , 2018），本種はこれ
まで三浦半島の河川汽水及び淡水域からの記録はな
い。

この度，神奈川県横須賀市の平作川から三浦半島
の河川から初記録となる標本 1 個体が得られたので，
採集個体のデータと採集状況について報告する。本
報告の計測値は 10％ホルマリン水溶液で約 1 週間固
定の後，70％エタノール水溶液で保存した資料 （横
須賀市博物館魚類資料 : YCM-P） による。

供 試 標 本　YCM-P46069 （ 第 1 図 ），1 個 体，
41.9 mm SL，採集日 20160930，横須賀市平作川真崎
橋下流 （北緯 35°15’3″，東経 139°40′30″），投網，
萩原清司採集。
記　載　体高は高く，体はよく側扁する。口は前

下方に突出できる。両眼間にＵ字型の凹みがある （第
1 図 b，第 2 図）。鱗は大きくはがれやすい。胸鰭は
長く，先端は肛門直上を超える。

以下に形質計数・計測値を示す。背鰭 10 棘 9 軟条；
臀鰭 3 棘 7 軟条；胸鰭 14 軟条；側線有孔鱗数 42。
以下，体長に対する比率 （％）：全長 130.8；頭長
31.4；体高 37.3；背鰭前長 40.6；臀鰭前長 68.2；胸
鰭長 39.8；背鰭基底長 50.4；臀鰭基底長 19.5；尾柄
高 10.2。以下，頭長に対する比率 （％），吻長 32.4；

第 1図　�ダイミョウサギ Gerres japonicas Bleeker, 1854．
a，YCM-P46069 生鮮時；b，YCM-P46069 保存
標本．図中スケールは 10 mm．▼印は両眼間の
凹みの位置を示す．

第 2図　 供試標本 YCM-P46069 のサイアニン染色で観察
された両眼間の U 字型凹み（▼印）．
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眼径 35.0。
生鮮時の体色は，一様に銀白色。背鰭第 2 ～ 4 棘

条間の先端は黒い （第 1 図 a）。10％ホルマリン固定
後の標本では，体側に 10 本の不明瞭な暗色横帯が
あらわれ，吻部と背部には褐色の色素が密に分布す
る。側線より下方の体側および腹部は乳白色 （第 1
図 b）。

備　考　供試標本の採集地点は，横須賀市公郷と
森崎の間の平作川に架かる真崎橋と，横須賀市上町
浄化センターの排水口との中間点付近で，潮汐に
よって若干の水面変動の影響は受けるものの干潮時
にはほぼ淡水域となる地点であった。供試個体は干
潮時に粘土質の河床部で投網によって採集され，同
時にマハゼ Acanthogobius flavimanus （Temminck 
& Schlegel, 1845） も採集された。

供試標本を既知の日本産クロサギ科魚類 14 種と
比較した結果，背鰭が 10 軟条であること，臀鰭が 7
軟条であること，両眼間に U 字型の凹みがあること
などからダイミョウサギと同定された （波戸岡 , 
2013）。本種はこれまで三浦半島の河川域からの採
集記録はなく （林 , 1973; 林 , 1976; 林ほか , 1984; 相
模湾海洋生物研究会 , 1995; 萩原・齋藤 , 1999; 萩原
ほか , 2008; 萩原ほか , 2018），同水域から初めての
記録となる。
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