
ヨーロッパタナゴRhodeus sericeusは，朝鮮半
島東北部から北満州・シベリア一帯・樺

太・中部ヨーロッパに広く分布するとされていた
（森，1935;  内田，1939;  Holičik and Jedlička, 1994）
が，Chae and Yang (1993) は，大韓民国南漢江水
系のKumgye川において本種の生息を報告してい
る．しかし，Arai et al. (2001) は，同水系Som川産
ヨーロッパタナゴの形態を精査した結果，これら
を，ヨーロッパタナゴとは異なる新種ニセヨー
ロッパタナゴR. pseudosericeusとして記載した．
中村 (1969) は日本産のタナゴ類について，内田

(1939) は朝鮮半島産のタナゴ類について，それぞ
れの生態と生活史を報告している．タナゴ類は，
淡水産二枚貝に托卵する特殊な習性をもっている．
孵化仔魚はほぼ卵黄吸収が終わるまで貝体内で過
ごした後に，貝から浮出して摂餌を開始する．こ
のように初期発生は貝体内で行われることから，
連続的な観察は困難な場合が多い．
タナゴ亜科においては，卵や仔魚の形態は分類
群ごとに大きく異なり，特に完熟卵の形，孵化直
後仔魚の形態および仔魚の体表に存在する突起の
形態は系統的分類形質として有効であることが知
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Abstract After hatching from eggs deposited in the gill cavity of freshwater bi-
valves, bitterling larvae undergo initial development in the bivalve before adopting
a free-swimming mode. This study examined the early ontogeny of Rhodeus pseu-
dosericeus, collected from the Som River, part of the Namhan River system in
South Korea. Ripe unfertilized eggs and larval development were observed in a
controlled water temperature (22�1°C), the eggs being rather pear-shaped with an
opaque yellow yolk, measuring ca. 3.1 mm in length and 2.2 mm in breadth. Lar-
vae of R. pseudosericeus are characterized by a pair of wing-like processes on the
yolk, which is anteroventrally convex, as in other Rhodeus larvae, until an ad-
vanced stage (i.e., 9 day-old). The anterior region of the yolk sac at hatching is hol-
lowed, unlike the spherical triangular shape in most other Rhodeus larvae and
broad spheroid in R. spinalis. Rhodeus pseudosericeus larvae began to feed when
the free swimming stage was reached. Dorsal and anal fin rays were formed com-
pletely by 24 or 25 days after hatching. Melanophores aggregated anteriorly on the
dorsal fin became a trapezoid-like black spot in the juvenile stage (i.e., 54 day-
old), elliptical in R. atremius atremius, R. atremius suigensis, R. notatus, cresentic
in R. ocellatus ocellatus, R. ocellatus kurumeus, roughly rectangular in R. sinensis
and round in R. spinalis. Minute tubercles on the skin surface in R. pseudoseriseus
shared similar morphology with those of other Rhodeus species.
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られている（鈴木・日比谷，1984, 1985; Akai and

Arai, 1998）．著者は，人工授精によりニセヨー
ロッパタナゴの初期発育ならびにその特徴につい
て明らかにしたので報告する．

材 料 と 方 法

親魚は，1998年12月8日に大韓民国の南漢江水
系の一支流であるSom川中流部の比較的流れのあ
る底質に小石がごろごろした流域で採集した．研
究室にもち帰った親魚は，90 cmのアクリル角型水
槽に収容して市販の配合飼料を与えて成熟させた．
人工授精は，1999年2月に8回行った．雌（全長
28.5 mm，25.3 mm）と雄（全長 35.3 mm，34.8

mm）の4尾から腹部を指先で圧迫して完熟卵およ
び精子を搾出し，ガラスシャーレに脱塩素した淡
水を満たして，その中で受精させた．引き続いて，
毎日1回脱塩素した淡水でガラスシャーレ内の飼
育水を交換しながら，22�1°Cに調温したインキュ
ベーター内で卵発生させて浮上仔魚（自然の自由
生活期に相当）になるまで飼育した．浮上以後は，
市販の配合飼料を適時に与えて，飼育を続けた．
試料は，搾出直後の完熟卵 (n�5) と孵化直後か
ら孵化25日までは毎日5個体ずつを，また孵化26

日以降は，孵化35日目，45日目および背鰭に稚
魚斑（黒色素叢）が肉眼的に明瞭に認められた時
期の孵化後54日目の各5個体を0.1 Mカコジル酸
緩衝液 (pH 7.5) で調整した2.25%パラフォルム・
グルタールアルデヒド混合液で固定した．これら
の個体について実体顕微鏡下で全長をマイクロ
メーターで測定した後，形態変化を観察した．ま
た，仔魚の体表にある突起の形態を観察するため，
孵化直後の5個体について形態変化を観察した後，
アルコール系列で脱水処理し，第 3ブチルアル
コールを触媒として凍結乾燥させ，イオンスパッ
ターによって白金パラジウム蒸着を施して走査型
電子顕微鏡（日立 S-2460N）を用いて加速電圧
15–25 KVで体表を観察した．

結　　　　　果

完熟卵 人工的に搾出した完熟未受精卵をFig.

1Aに示した．卵は長軸方向に比較的細い徳利状
の括れた頸部をもつ洋梨形の沈性卵であった．頸
部の先端部に卵門が存在し，その反対側の卵膜の
先端はやや丸味をもって尖っていた．卵膜は薄く
透明で，極めて弱い粘着性を示した．卵黄は黄白
色から黄色を呈して不透明で，卵の容積全体の大
部 分 を 占 め て い た ． 卵 径 は 長 軸 の 長 さ

3.1 mm�0.4 SD，短軸の長さ2.2 mm�0.2 SD (n�5)

であった．孵化は，受精後約 48時間から開始し
た．
仔稚魚の形態 孵化直後から背鰭に稚魚斑（黒
色素叢）が形成される時期までの個体をFig. 1B–L

に示した．
孵化直後（全長3.53 mm, Fig. 1B）
卵黄嚢には，卵黄が変化した背面上方隆起と腹
部下方隆起からなる翼状突起と呼ばれる一対の突
起が発達していた．卵黄嚢前端は比較的卵黄量が
多く，前方にやや突き出し，その先端部には窪み
が認められた (Fig. 2A)．この期の仔魚は全く動か
ず，横臥状態であった．

1日齢（全長4.01 mm, Fig. 1C）
頭部，尾部および翼状突起が孵化直後に比べて
発達する．卵黄嚢前端部は前方に伸長して下方に
向かって盛り上がる．卵黄嚢先端部の窪みは明瞭
である．尾部に鰭褶が認められるが，その幅は狭
かった．

2日齢（全長5.05 mm, Fig. 1D）
1日齢に比べて，頭部先端はやや前方に伸長す
るとともに卵黄嚢前端部は減衰を開始し，細い球
形状に変化する．このため，頭部先端は卵黄嚢前
端上にほぼ位置するようになる．これに伴って卵
黄嚢先端部の窪みは小さくなり，下方の盛り上が
りも認められなくなる．1日齢に比べて尾部の鰭褶
がやや広がる．一方，背面上方隆起と腹部下方隆
起がさらに伸長することで翼状突起はこの時期が
最も発達した状態となる．仔魚は，刺激を与える
とわずかに尾部を動かすが，推進力がないために
横臥したまま動かない．

4日齢（全長6.71 mm, Fig. 1E）
仔魚の頭部は発達しながら前方にさらに伸長す
ることで，その先端は卵黄嚢の前端に位置する．
心臓に連絡するキュビエ管および鰭褶に血液循環
がわずかに確認できるようになるが，血球の色は
淡赤色である．眼胞と耳胞が大きくなる．筋節数
は17�15�32で，肛門の前後部の筋節数がほぼ本
種の定数になる．仔魚は，刺激を与えると尾部を
振って横臥したままシャーレ内で遊泳行動をとる
が，その行動は瞬間的である．

6日齢（全長7.76 mm, Fig. 1F）
背面上方の卵黄隆起がその高さを減じて，腹面
の隆起と合わせた翼状突起は減衰を開始する．卵
黄嚢先端部の卵黄はかなり消費されて仔魚の頭部
が卵黄嚢先端より前方へ突出する．このため，心
臓の位置が卵黄嚢先端の前方に収まる．眼胞は黒
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化をはじめる．鼻孔および胸鰭の原基が出現する．
脊索末端は上屈を開始する．血球が鮮紅色を呈し
て血液循環が活発になる．仔魚の鰭褶は将来背・
臀両鰭になる部分が隆起を開始する．仔魚は，刺
激を与えると横臥したままシャーレ内で盛んに遊
泳し，4日齢に比べて運動能力が増加している．

9日齢（全長7.82 mm, Fig. 1G）
背面上方の卵黄隆起はさらに縮小し，ほぼ腹部
の卵黄嚢に収まる．これに伴って，翼状突起の減
衰が著しくなる．口が開口して下顎が形成される．
尾鰭鰭条の原基が出現する．頭部，耳胞上部，卵
黄嚢背面ならびに尾部側面などに小さな点状の黒
色素胞が出現する．

13日齢（全長7.92 mm, Fig. 1H）
眼胞に虹色素胞が出現し，網膜には黒色素胞が
沈着する．鰾の原基が出現する．背・臀両鰭の鰭
条の形成がはじまる．脊索末端は上屈を完了する．
黒色素胞は数を増し，新たに尾鰭上，卵黄嚢のほ
ぼ全域および体の背面と尾部腹面の筋節間に沿っ
て分布域を拡大する．

16日齢（全長8.31 mm, Fig. 1I）
上下顎長はほぼ等しくなる．尾鰭鰭条数はほぼ
本種の定数 (10�9) になる．13日齢に比べて鰾が
大きくなる．胸鰭はまだ膜状であるが，団扇状に
広がる．翼状突起は卵黄嚢腹部前方にややその痕
跡が認められる以外は全て腹部の卵黄嚢に収まる．

18日齢（全長8.39 mm, Fig. 1J）
背・臀両鰭条にはまだ分枝が認められないが，
背鰭条数は12，臀鰭条数は11（観察した5個体で
は，背鰭条数11–12，臀鰭条数10–13）でほぼ定
数になる．黒色素胞はさらに数を増して，新たに
背・臀両鰭の上にも出現する．鰾は前後に分かれ
るが，後方の鰾は前方に比べて小さい．正常な姿
勢（定常位）の状態でシャーレ内を遊泳するが，
遊泳を止めると横臥する．

25日齢（全長8.99 mm, Fig. 1K）
卵黄嚢腹部前方にその痕跡がやや認められてい
た翼状突起は，完全に消失する．背鰭上の点状の
黒色素胞は第5鰭条までの鰭膜の前方に集合する
ことで，菱台形の淡い黒色素叢を形成する．この
期の仔魚は横臥することなく，定常位でシャーレ
内を遊泳する．卵黄は卵黄嚢内に残存するが，市
販の粉末状の配合飼料を与えると摂餌することか
ら，天然ではこの時期に貝から浮出して自由生活
期になると推定される．この時期に仔魚を水槽に
移して飼育を続けることが可能になる．

54日齢（全長12.9 mm, Fig. 1L）

25日齢に比べて著しく体高を増し，体は側偏を
開始する．胸・腹両鰭の鰭条もほぼ完成する．
背・臀両鰭条が不分枝と分枝に分かれ，背鰭条数
は不分枝2と分枝10，臀鰭条数は不分枝1と分枝
11（観察した5個体では，背鰭条数は不分枝2と
分枝9–10，臀鰭条数は不分枝1–2と分枝9–11）で
本種の定数になる．体全体が淡黄色になり，黒色
素胞は体の背面部から耳胞上部を通って吻部にか
けて密に分布する．鱗が尾柄部から頭部を除く全
身に広がるように出現する．背鰭に形成された菱
台形の黒色素叢は，黒味を増す．また，背鰭の不
分枝鰭条に白色素胞が出現することで，菱台形の
黒色素叢の前縁部が白色素胞で覆われるようにな
る．これら不分枝鰭条上の白色色素胞と第5分枝
鰭条までの鰭膜上に分布する黒色素叢とで背鰭の
稚魚斑を形成する．
孵化直後仔魚の表皮上突起の形態 仔魚の体表
に存在する突起物の観察は，翼状突起を形成する
卵黄嚢，翼状突起前方から卵黄嚢前端まで，翼状
突起後方から肛門まで，尾部および尾部鰭褶の4

つの部位に分けて行った．翼状突起を形成する卵
黄嚢の表面には，高さ約10 mmの半球状の突起が
多数存在した（Fig. 2B）．しかし，翼状突起後方
から肛門を通り，尾部と尾部鰭褶および翼状突起
前方から卵黄嚢前端部の体表には半球状突起が退
化した微小な突起が痕跡的に認められた (Fig. 2C,

D, E)．

考　　　　　察

Chae and Yang (1993) は，大韓民国の南漢江水
系Kumgye川でタナゴ類を採集し，これを大韓民
国におけるヨーロッパタナゴRhodeus sericeusの新
分布として報告した．その後，Kim (1997) は同水
系Som川から本種を報告した．Arai et al. (2001)

は，Som川の“ヨーロッパタナゴ”について分類
学的検討を行い，これを新種ニセヨーロッパタナ
ゴ Rhodeus pseudosericeusとして記載した．ニセ
ヨーロッパタナゴの完熟卵の形および発育形態は
本報告ではじめて明らかにされた．
これまで報告されているタナゴ亜科 3 属

（Tanakia, RhodeusおよびAcheilognathus）での完熟
卵の形態は，タビラAcheilognathus tabiraにみられ
るように亜種間で明確に識別できるほど異なる場
合もあるが，一般に同属内では類似性が高い
（Suzuki, 1985;  鈴木，2004a）．本種の完熟卵は洋
梨形で，卵の長径方向に比較的細い徳利状の頸部
をもつ．これは，Tanakia属の完熟卵（鈴木・日比
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Fig. 1. Egg and larvae of Rhodeus pseudosericeus. A, ripe unfertilized egg; B, newly-hatched larva,
3.53 mm in TL; C, 1 day after hatching, 4.01 mm in TL; D, 2 days after hatching, 5.05 mm in TL; E, 4
days after hatching, 6.71 mm in TL; F, 6 days after hatching, 7.76 mm in TL; G, 9 days after hatching,
7.82 mm in TL; H, 13 days after hatching, 7.92 mm in TL. I, 16 days after hatching, 8.31 mm in TL; J,
18 days after hatching, 8.39 mm in TL; K, 25 days after hatching, 8.99 mm in TL; L, 54 days after
hatching, 12.9 mm in TL.



谷， 1985;  Suzuki and Jeon, 1988a, 1988b, 1990;

Suzuki et al., 1986）と概して類似している．この
ような形態の類似性は，Rhodeus属とTanakia属の
近縁性を示唆する．
タナゴ亜科の孵化仔魚の形態は，系統類縁関係
を推定する有効な形質と考えられており (Akai and

Arai, 1998)，これから推定された結果とミトコン
ドリア 1 2 Sリボソーム遺伝子における結果
(Okazaki et al., 2001) は一致するところが多い．
Rhodeus属の共有形質である翼状突起はTanakia属
に見られる卵黄隆起に連続する形質とされ，両属
の類縁関係が示唆されている（鈴木・日比谷，
1985;  鈴木，2004b）．ニセヨーロッパタナゴの孵
化仔魚は翼状突起がよく発達してRhodeus属の特
徴をよくあらわしているが，卵黄嚢先端部の窪み
は，これまでに報告された同属他種の孵化仔魚
（鈴木，1984, 1988, 2004b;  Suzuki and Hibiya, 1984;

Suzuki and Jeon, 1988a, 1988d, 1995）には見られな
い．現在，朝鮮半島にのみ分布するニセヨーロッ
パタナゴは，ヨーロッパタナゴの近縁種と考えら
れている (Arai et al., 2001)．ヨーロッパタナゴは東
アジアからヨーロッパにかけて分布するタナゴ亜
科の中でも最も分布域が広い種で，アジア系と
ヨーロッパ系の亜種間では計数的形質に地理的変
異がわずかに存在することが示唆されている
(Holčik and Jedlilčka, 1994)．Smith et al. (2004) は，
ヨーロッパタナゴの産卵生態について，また
Aldridge  (1999) は二枚貝の中から採集したイギリ
ス産ヨーロッパタナゴの仔魚の形態について簡単
な記載を行っている．これらの報告では，孵化し
て間もないと考えられる仔魚の卵黄嚢先端部には
窪みがない．このことから，先端部の窪みはニセ
ヨーロッパタナゴに特有とも考えられるが，アジ
ア系にこの形質があるかどうかは検討を要する．
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Rhodeus属の種では22�1°Cで飼育した場合，自
由生活期に移行する日齢は27のR. spinalis（鈴木，
2004b）を除き，18–24である（鈴木，1984, 1988,

2004b;  Suzuki and Hibiya, 1984;  Suzuki and Jeon,

1988a, d, 1995;  Suzuki et al., 1985）．今回の観察か
ら、ニセヨーロッパタナゴは24–25日齢で自由生
活期に移行すると考えられた．
タナゴ類の背鰭に出現する稚魚斑は，仔魚期か

ら稚魚期への移行時期に出現し，成魚においては
消失する．稚魚斑はRhodeus属に共通し，その形
状と背鰭鰭条間膜上での分布範囲は種を同定する
上で有効である（内田，1939;  中村，1969;  鈴木，
2004b)．稚魚斑は成長に伴って形状や分布範囲が
変化し，安定するのは全長12 mm前後である（内
田，1939;  鈴木，1995;  鈴木，2004b）．ニセヨー
ロッパタナゴにおいても全長12.9 mmであった．こ
れまでに報告されているRhodeus属の稚魚斑は，
ニッポンバラタナゴR. ocellatus kurumeusとタイリ
クバラタナゴR. ocellatus ocellatusでは三日月形で，
ウエキゼニタナゴR. sinensisでは長方形を呈して第
3不分枝鰭条から第7，8分枝鰭条にかけて分布し，
稚魚斑の後端は背鰭の基底に達する（鈴木，1984,

1988, 1995;  Suzuki and Jeon, 1995）．また，カゼト
ゲタナゴR. atremius artemius，スイゲンゼニタナゴ
R. atremius suigensisおよびカラゼニタナゴR. nota-

tusでは楕円形を呈し，その分布範囲は第3不分枝
鰭条から第5分枝鰭条で，稚魚斑の後端は背鰭の
基底に達しない（内田，1939;  鈴木，1995, 2004b）．
そして，R. spinalisでは円形を呈し，第3不分枝鰭
条から第5，6分枝鰭条にかけて分布し，稚魚斑の
後端は背鰭の基底に達しない（鈴木，2004b）．ニ
セヨーロッパタナゴでは菱台形を呈し，第3不分
枝鰭条から第5分枝鰭条にかけて分布し，その後
端は背鰭の基底に達しない.このことから，ニセ
ヨーロッパタナゴの稚魚斑は，これらRhodeus属
の種とは異なり，識別に有効と思われる．しかし，
近縁種のヨーロッパタナゴの稚魚斑については報
告がなく，ニセヨーロッパタナゴとの種の異同に
関連して，この形質を観察する必要がある．
タナゴ類の仔魚期にある翼状突起や体表の突起
の形態は，属レベルで共有する（鈴木・日比谷，
1984, 1985;  Arai and Akai, 1998）．Acheilognathus

属では翼状突起が未発達で，ほぼ全身の体表に斜
面型の突起が存在する（鈴木・日比谷， 1985;
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Fig. 2. Scanning electron microscope views of newly-hatched larva (A), and minute tubercles on
parts of the wing-like yolk projection (B), anterior region of yolk sac (C), posterior region of yolk sac
(D) and caudal region (E) of larva Rhodeus pseudosericeus. Arrow indicates hollowed anterior region
of yolk sac.



Suzuki and Jeon, 1987）．Tanakia属には発達の悪い
卵黄隆起があり，体幹部には斜円錐型の突起が，
尾部には半球状あるいはそれが退化した微小突起
が存在する（鈴木・日比谷，1985;  Suzuki and

Jeon, 1988b, c, 1990; Suzuki et al., 1986, 1989）．
Rhodeus属では翼状突起があり，翼状突起の表面
には半球型の突起が，その他の体表には微小な突
起がある（鈴木，1984, 1988, 1995;  鈴木・日比
谷， 1984;  Suzuki and Hibiya, 1984;  Suzuki and

Jeon, 1988a, d, 1995;  Suzuki et al., 1985）．今回，ニ
セヨーロッパタナゴにおいて観察された翼状突起
と体表にある突起の状態は，これまで報告された
Rhodeus属と共通する．
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