
ヨダレカケAndamia tetradactylaは熱帯から亜
熱帯リーフの波に洗われる潮間帯に生息す

る小型の両生魚類（air-breathing fishes）の1種で
ある（Graham, 1997; Nakabo, 2002）．本種は，水
中に入ることはきわめて少なく，吻部の下側にあ
る半円形の吸盤で体を岩場に固定しながら，岩や
水面上を飛び跳ね素早く移動し（Rao and Hora

1938; Shen, 1986），空気呼吸を行うための特殊な
皮膚構造を持つことが知られている（鈴木，2003）．
また，本種は潮上帯の岩穴を巣穴として大型雄が
排他的に防衛し，求愛行動の最も盛んな時間帯で
ある満潮後約1–2時間の時間帯に産卵が行われる
ことが報告されている（Shmizu et al., 2006）．その
卵が約半日もの間，完全に干上がる巣穴で雄親に
よって，侵入を試みる陸生生物から保護され，卵

は空気中で発生を続け，約7–10日後の満潮後にふ
化することが明らかとなっている（Shmizu et al.,

2006）．このように，通常の魚類とは大きく異なる
生態を有する本種であるが，その水上に干出する
空間での繁殖活動を可能にする機構についてはい
まだ不明な点が多い．
そこで，本研究は陸上産卵魚ヨダレカケの卵表
面の形態を走査型電子顕微鏡（SEM）により詳細
に観察し，卵における陸上産卵を可能にする耐乾
燥機構を解明する手がかりを得ることを目的とす
る．水中生活を行うイソギンポ科魚種の卵との比
較を通じて微細構造における相違点を明確にし，
その機能と特異性について考察する．
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Abstract The rockhopper blenny Andamia tetradactyla (Blenniidae) demon-
strates terrestrial spawning in supralittoral zones of reefs, the eggs developing fully
even in rocky hole nests that are submerged for only a short time during high tide.
To ascertain how such eggs tolerate aerial conditions, their morphological charac-
teristics were investigated by SEM (scanning electron microscope). The chorion
was thick comprising seven lamellae, and the egg surface covered by clasping fila-
ments forming an “adhesive disc”. These allowed the deposited egg to remain
firmly attached to the substratum, even when battered by wave at high tide. More-
over, some surface parts of the chorion remained at the adhesive site in the nest,
after hatching. It is likely that these species-specific morphological characteristics
of the eggs of A. tetradactyla developed as adaptive phenotypes in alternate condi-
tions of dryness and turbulent water movement.
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材 料 と 方 法

未受精卵の採集 卵の採集は本種の繁殖盛期で
あった 2 0 0 0 年 6 月に鹿児島県口永良部島
（30°28�N, 130°10�E）の本村湾の桟橋において実施
した．本調査地において繁殖行動を2週間連続で
日中に観察し，産卵が頻繁にみられる巣穴を特定
した．その巣穴において求愛行動の最も盛んな時
間帯である満潮後約1–2時間の時間帯に巣穴付近
に出現した約10尾の雌をハンドネットにより捕獲
した．このなかから目視により明らかに腹部が膨
張した産卵直前の状態にある 2個体の雌（体長
65 mmと68 mm）を選び，それらを氷水にて凍死
させた後，体長を計測し，直後に生殖口より腹部
を解剖し卵巣を取り出した．卵巣を開き，生殖口
付近に存在していた吸水卵すべてをピンセットで
ひとつずつ取りだし，前固定（後述）を行った．2

個体の雌の卵巣には生殖口側に吸水した約300個
の卵巣卵が存在し，その他には未成熟の微小な卵
が存在した．2個体の標本からそれぞれ306個と
310個の吸水卵を取り出した．
受精卵の採集 本種の卵は巣内の岩穴の天井や
側面に 1層に密に産みつけられ，産卵日より約
7–10日後の満潮後に卵のふ化がみられる．産卵直
前の卵の状態との比較を行うために，西浦湾にて
本種の巣穴（3カ所）から産卵後の卵を採集した．
採集は，繁殖行動を観察し産卵を確認できた卵群
について，産卵後1日経過した状態のものをステ
ンレス製メスにより基質表面からこそぎ取るよう
にして30個採取した．
ふ化直後の卵膜（残存卵膜）の採集 同種の卵
のふ化直後には，卵が産みつけられていた場所に
卵膜が残るという特徴を有する（Shimizu et al.,

2006）．この点にも注目し，ふ化のみられた約3時
間後に，巣穴内に残存していたふ化後の卵膜（卵
殻）を約20個採取し（卵の付着基質となっていた
カメノテCapitulum mitellaごと採集），同様に前固
定（後述）を行った．
標本処理法 前固定は以下の方法で行った．繁
殖盛期 6月終わりの卵巣から摘出した未受精卵，
巣穴から採取した受精卵，ふ化直後の卵膜のそれ
ぞれを 0.1 Mリン酸緩衝液（pH 7.4）と 8%パラ
フォルムアルデヒドの混合液（比率1 : 1）で固定
した．標本は，0.1 Mカコジル酸緩衝液（pH 7.4）
を2–3回交換しながら洗浄した後，数日間4°Cで
静置した．
後固定として，1%四酸化オスミウムと0.1 Mカ

コジル酸緩衝液の混合液（比率1 : 1）で，室温で
2時間固定した．固定後，エタノール系列の50%，
70%，80%，90%，95%をそれぞれ5分ずつ2回と
99%を15分で3回通して脱水を行った．脱水後，
酢酸イソアミルを通して液化二酸化炭素で臨界点
乾燥を行った．標本卵を試料台にカーボンテープ
を用いて固着させ，白金パラジウム蒸着を施して
観察に供した．
観察と測定法 観察は，走査型電子顕微鏡（日
立製作所製S-4500）で行った．卵膜の厚さを計測
するために，1枚の電子顕微鏡写真に等間隔に5点
を決定し，その5点の平均値を求めた．卵膜上に
存在する付着装置の分布密度を測定するために，
2枚の電子顕微鏡写真からランダムに縦横 1辺
18 mmの四角形を3カ所設定し，その中の付着糸
数の平均値を求めた．さらにこの方形枠の左辺と
上辺に垂直に接する付着糸の太さを計測し，その
平均値を求めた．

結　　　　　果

未受精卵の形態 産卵のために巣を訪問した雌
の卵巣内から採取した未受精卵は，薄い黄色やオ
レンジ色を呈し，直径 0.99 mmの球形であった．
卵の動物極側には単繊維状の付着糸が密集して束
になっており，その束の直径は770 mm（n�1卵）
であった（Fig. 1A）．この付着装置を形成する付
着糸叢は，卵門が存在すると思われる場所の周辺
に0.466 mm2の面積で存在していたが，その付着
糸の長さと数を計測することは不可能であった．
細切刃によって付着糸を切断し，卵門の観察を試
みたが成功しなかった．これらの付着糸は折りた
たまれており，基質に付着すると伸びるようで
あった（Fig. 1B：中央部拡大： 1Aの枠部分, Fig.

1C：折りたたまれた部分の拡大：1Bの枠部分）．
基質に産みつけられた受精卵の形態 受精卵は，
付着糸により強力に基質に付着していた（Fig.

1D）．また付着糸の基部付着面の末端部は無数に
伸びて非常に密であることが観察できた（Fig. 1E）．
この付着糸のいくつかは，直径0.46�0.09 mm，密
度は，1方形枠（18 mm方形枠）当たり平均64.7

本（n�3）であった．基質から採取した受精卵の
付着部分を観察すると，卵から垂直に伸びた微細
な付着糸が多数観察され，強力に卵が基質に付着
している様子が観察された（Fig. 1F）．
ふ化後の卵膜の形態 ふ化後の卵膜は，卵の植
物極側から大きく菊花状に割れていた（Fig. 2A, B,

C）．この割れた卵膜は，平均8.52�0.05 mm（n�5 : 1
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個の卵の5測点）の厚さを有していた．また，卵
膜内側から外側に向かって，順に厚くなっていく
7層構造の卵膜が観察された（Fig. 2D, E：破断面
拡大）．この 7層の構成は内側からそれぞれ
0.55�0.06 mm, 0.60�0.03 mm, 0.88�0.05 mm, 0.94�

0.04 mm, 1.14�0.01 mm, 1.65�0.06 mm, 2.76�0.1

mm（それぞれn�5 : 1個の卵の5測点）の厚さで
あった．これらの卵膜最外層表面には，あらかじ
め卵膜が破断するような構造は見受けられず，凸
状の微小突起が均一に並んでいた（Fig. 2D, F）．

考　　　　　察

Howe（1991）は，ヨダレカケと同亜目に属する
両生魚類の 1種であるDialommus fuscusの卵が持
つ，高密度の付着糸のネットワークに関して，基
質に粘着するとともに他の卵と密接するためのも
のであるとの可能性を指摘した．同様の高密度な
粘着装置は，水中生活性のイソギンポ科魚類
Blennius pavoでも観察されており（Patzner, 1984），
沈性卵を産むギンポ亜目魚類で共通する特徴とし
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Fig. 1. External egg morphology of Andamia tetradactyla. SEM micrographs of the adhesive disc,
consisting of clasping filaments (A). Micropylar region of the egg (B). Enlarged photograph of clasp-
ing filaments (C). Surface of the adhesion disc removed from the substrate (D). Adhesion filaments
connected to substrate. Arrows indicate algae normally adhering to substrate (E). Edge of adhesion
filament (F).



て注目された．しかしながら，D. fuscusとB. pavo

はいずれも卵表面の約1/3ほどを覆う高密度な付着
糸のネットワークを持ちながらも，卵門付近にそ
のネットワークは存在せずオープンスペースが存
在しているため，容易に卵門が確認できる．本種
においても，付着糸は卵表面の約1/3ほどを覆うも
のであったが，卵門周辺域まで完全に付着糸が
覆っていることが上記2魚種と異なる．おそらく
付着面積が広く他種と比べてより粘着性が高いと
考えてよいだろう．また本種の高密度な付着糸は，

卵門の目視確認を困難にするほどであったが，こ
のような付着糸の分布性状は長時間の乾燥に対す
る水分保持機能を有する可能性も考えられる．本
種の付着糸には伸縮性が伺われ，多様な基質に強
力に固着しうる粘着構造に貢献している可能性が
示唆された．これらのように，本種の卵の付着糸
には，巣穴干出時の乾燥に耐え，巣穴に激しい波
が打ち寄せる満潮時の激しい乱流から卵の流失を
防ぐ機能が推測された．
本種の卵膜は，受精卵においては卵の内側から
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Fig. 2. External egg morphology of Andamia tetradactyla. SEM micrographs of broken membrane
of eggs after the hatching (A), (B), (C). Broken edge of egg membrane after the hatching (D). Cross
section of egg membrane, comprising seven continuous horizontal lamellae (E). Surface morphology
of egg membrane (F).



外側に向かって順に厚くなる7層構造を有し，約
8.5 mmの厚さを持っていた．対照的に，水中生活
性のイソギンポ科B. pavoの卵（直径 1.2 mm）で
は，約半分の卵膜の厚み（約4.2 mm）にとどまる
ことが報告されている（Patzner, 1984）．また，B.

pavoの卵膜においても7層構造が確認されている．
ただし，卵の中心に向かって厚くなると報告され
ており（Patzner, 1984），この点で本種と異なる．7

層の卵膜構造はイソギンポ科に共通である可能性
もあるが，その強度や耐乾燥性などの機能との関
連についてはこれからの研究が望まれる．
また本種の卵膜表面には微細凸状突起がみられ
たが，卵膜上の特殊な構造物の機能について
Robertson（1981）は，呼吸のためのガス交換，代
謝の促進，防御，粘着，水中での卵の上昇や沈降
速度に関与する可能性をあげている．本種の卵は
約半日もの間，水没しない環境下でふ化まで発育
することから，特異的な卵膜の厚さとこの微細突
起の存在が，乾燥耐性や呼吸のためのガス交換に
何らかの正の効果をもたらしているのかもしれな
い．また，卵膜最外層は卵膜強度の裏打ち構造と
して機能し，微細突起は構造的に表面の強度を増
大させるとともに，円錐形態からして，卵表面で
受ける波の破砕による水圧の減少効果があること
も推測されるが，これらもまた，今後のさらなる
研究が望まれる．
また，本種の卵膜は薄い黄色やオレンジ色を呈
していた．これらの卵の色（明るい黄色，オレン
ジ，赤色）は，カロチノイドの存在によるもので
あり（Balon, 1975），その機能は呼吸時の酸素輸
送を促進すると報告されている（Fishelson, 1976;

Balon, 1977）ので，これらもまた卵の空気中での
ガス交換に効果があると考えられる．
さらに本種のふ化後の卵膜には，特異な破断面
が観察された．我々の知る限り，魚類においてこ
のような現象は未だかつて報告されていない．本
調査個体群において，卵は最満潮線付近の巣穴に
産出され，巣穴には満潮時に波がかかるものの水
面下に水没することはほとんどなく，大潮のよう
な潮位の高いタイミングであっても巣穴の水没は
約 30分程度と非常に短い（Shimizu et al., 2006）．
さらに，海水への浸漬だけではふ化せず，波のよ
うな外的刺激（振動）を受けることによりふ化す
ることが確認されている（清水則雄, 未発表）．こ
れらのことから，本種の卵が，波の刺激により水
を感知し，巣穴に波が打ち寄せているうちにすみ
やかにはじけるようにふ化している可能性も示唆

される．しかしながら，菊花状に割れていない卵
膜（Fig. 2C）も観察されており，ふ化後の卵膜が
激しい波の衝撃によってこのような形状となる可
能性も考えられるので，この違いを今後検討する
必要はあるだろう．
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