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@ThelchthyologicalSocietyofJapan2014 Abstract Larval developm巴ntand salinity tolerance of Rhinogobius sp. BF are described 
from artificially-reared eggs， larvae and juveniles. Aquarium-held R. sp. BF spawned 
small-type eggs (n=816， long axis 1.9 mm， short axis 0.6 mm) on May 17 2004， which were 
guarded in the nest by a male. Newly-hatched larvae (3.2 mm in notochord length) had a 
small yolk， and some melanophores apparent on the snout to caudal region. Twenty-two 
days after hatching (6.8 mm in standard length; SL)， the notochord tip projected upwards， 
and dorsal and anal fin rays appeared. Between thirty (12.0 mm SL) to fo均r-fivedays (14.2 
mm SL)， the larvae se社ledto the bottom of the aquarium. Six句rdays after hatching (15.4 
mm SL)， all fins and scales were completed Guvenile stage). Alllarvae subjected to marine 
salinity (35 psu) died within three days， indicative of th巴 lenticlandlocked life history 
recorded for the species. 

キCorrespondingauthor: Wak.可amαPrefecturalMuseum ofNatural Histo，η1，370-1， Funo， 
Kαinan， Wakαyαma 642-0001， Japan (e-mail: hirashimαk0001⑥Ipref wakayamaゐjp)

ミノマヒレヨシノボリ Rhinogobiussp. BFは，鈴

〆木ほか (2010) によって近年認められたヨ

シノボリ属魚類である.しかし，これまで他の

ヨシノボリ類と混同されていたこと(明仁ほか，

2013)や認識されて間もないことから基礎的な資

料は少ない.本種の分布域は，瀬戸内海東岸を中

心とした地域である.これは，シマヨシノボリ

R. nagouaeやカワヨシノボリ R..flumineusなど同属

のヨシノボリ類の分布域と比較して狭く(明仁ほ

か， 2013). また，その生息環境は平野部の野池

や河川下流域，わんどなどであり(鈴木・向井，

2010 ;平嶋， 2011)，人為による環境改変の影響

を受けやすいと考えられる.加えて，環境省レッ

ドリストで準絶滅危倶(環境省， 2013)，和歌山

県版レッドデータブックで学術重要(中谷ほか，

2012)，愛媛県版レッドデータブックで地域個体

群に指定(高橋， 2003) されていることから，本

種の生息地の保全が望まれる.その一方で，本種

が他地域へもち込まれた場合に他種との交雑(向

井ほか， 2012)や競合など大きな撹乱の元となる

ことが危慎される(鈴木ほか， 2010;鈴木・向井，

2010). また，本種個体群の分散や交流に大きく

影響する仔稚魚期の生活史に関して， Tsunagawa 

et al. (2010) は耳石の SrlCa比により本種が河川

陸封性であること在明らかにしているが，仔稚魚

が実際に沿岸や海域で生残可能かどうかは明らか

でない.

本研究では，飼育実験によりシマヒレヨシノボリ

仔稚魚の初期発育の特徴を明らかにし，本種の個

体群保全に資するとともに，分布域外へ侵入した場

合の早期発見に役立てるための資料とする.
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材料と方法

親魚の飼育 シマヒレヨシノボリの卵を得るた

め， 2003年 3月23日に，和歌山県有田市宮原の

有田川河川敷にある，氾濫時にのみ河川|と繋がる

たまりからたも網を用いて本種の成魚を採集した.

飼育に用いたシマヒレヨシノボリは雄 1個体[標準

体長 (SL)28.1 mmJ と雌2個体 (28.0mmSL， 

28.7 mmSL)で、あった. これらを 45x 30 x 25 cm 

アクリル製水槽に収容し，和歌山県立自然博物館

で飼育した.飼育水は純淡水とし，ポンプ付き外

部フィルター (EHEIMecco，エーハイムジャパン株

式会社)でろ過を行い，水温は屋内の環境状態に

任せた.水槽内には産卵基質として長さ 120mm， 

直径 30mmの塩化ピニル製パイプを 2本入れた.

仔稚魚の飼育 仔稚魚の成長にともなう外部形

態の変化を観察するため，前述した飼育親魚から

得た同一卵塊からほぼ同時刻に解化した 250個体

の僻化仔魚を飼育実験に用いた.解化仔魚は， 30 

リットルの円形ポリカーボネイト水槽に収容して飼

育した.なお，飼育水は餌料である S型シオミズ

ツボワムシ Brachionusplicatilisの生残に配慮して，

若干の塩分を含む塩分 3-5psuに設定した.飼育

に用いた水槽の側面と底面はアクリル製遮光版で

被い，水槽上部からのみ自然光が入るように設置

した.水温はヒーターとサーモスタットにより鮮化

当時の水温程度の 20.5:::!::: 1.0o
C聞に設定した.餌

料として，初期には栄養強化した淡水クロレラを与

えたs型シオミズツボワムシを投餌し，仔魚の成長

に従って日齢 10以降はブ、ラインシュリンブPArtemia 

salinaのノープリウス幼生を投餌した.外部形態の

観察とスケッチのため，仔稚魚を日齢ごとに 5%ホ

ルマリンで適宜固定した.観察とスケッチは描画装

置付きの実体顕微鏡 (Nikon社製)を用い，接眼

ミクロメーターを使用して脊索長 (NL)，標準体長

(SL)，頭長 (HL)，旺門前長 (PAL)，背鰭前長

(PDL) を計測した.計測部位に関しては沖山

(1988)に従った.また，鱗や鰭条の観察には必要

に応じてアルシアンプルーを用いた染色を施した.

塩分耐性実験本種の仔魚が塩分に対して耐性

をもつか否かを確認するため， 1リットルのガラス

製ビーカー 3個にそれぞれ 0，15， 35 psuの塩分

濃度差を付けた 3つの実験区を設けた.そこへ前

述の卵塊から得た本種の僻化仔魚を 10個体ずつ

収容して 10日間飼育した.水温は，ヒーターと

サーモスタットを用いて調節し，どの実験区も 20.0

:::!::: 1.0o

Cで、あった.餌として栄養を強化した S型シ

オミズツボワムシを 1日に 2回与え，毎日水老人れ

替えた.塩分のある実験区に仔魚を導入する際に

は塩分 15psuで1時間仔魚を馴化させ，仔魚に特

に異常がないことを確認した後に各試験区に移槽

した.

本研究で用いた親魚 (3個体)と飼育で得た仔

稚魚の一部 (38個体)を和歌山県立自然博物館

の登録標本 (WMNH-PIS.)として保管した.なお，

ヨシノボリ類の学名は明仁ほか (2013) に従い，

仔稚魚の成長区分は Leisand Carson-Ewart (2004) 

に従った.

結 果

水槽内産卵と卵の形態 親魚の飼育期間中に 5

回の産卵が確認され， 5つの卵塊 (296-816粒)

が得られた.シマヒレヨシノボリの卵は，沈静付着

卵で長径1.9土 0.1mm，短径 0.6:::!::: 0 mm (n=16) 

の紡錘型をしていた (Fig.1A). 雄親は産卵基質の

パイプ内に入り込み，パイフ。の内壁に付着糸により

1層に付着している卵塊を保護していた.卵はいず

D 

F 

Fig. 1. Morphological changes in reared egg， larvae and 

juvenile of Rhinogobius sp. BF. A) egg; B) hatched larva 

(Prefl.exion larva)， 3.2 mm in notochord 1巴ngth(NL)， 

WMNH-2012-PIS.426; c) 1 day after hatching， 3.4 mm 

NL， WMNH-2012・・PIS.427;D) 22 days (Postflexion larva)， 

6.8 mm in standard length (SL)， WMNH-2012-PIS.436; E) 

30 days， 12.0 mm SL， WMNH-2012-PIS.437; F) 45 days， 

14.2 mm SL， WMNH-2012-PIS.438; G) 60 days (Juvenile)， 

15.4 mm SL， WMNH-2012-PIS.439. 
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シマヒレヨシノボリの初期発育

Fig. 2. Proportional changes of head， pre-dorsal fin and 

pre-anal fin lengths to standard length of Rhinogobius sp. 

BF. HL， head length; PAL， pre-anal fin length; PDL， pre-

dorsal fin length. 

3100 

Fig. 3. Larval survivorship in Rhinogobius sp. BF under 

different salinity conditions during the first 10 days after 

hatching.・， 35psu;企， 15 psu;・， 0psu. 

残率を示した.なお，塩分 15psuで 1時間の馴化

をさせずに塩分 35psuに仔魚を導入した場合， 24 

時間以内にすべての個体が舞死した.

シマヒレヨシノボリは，卵と僻化仔魚のサイズから

Sakai and Yasuda (1978)や Kondoet al. (2013)で示

された小卵型のヨシノボリに含まれると考えられた.

また，仔稚魚は塩分 35psuで3日間しか生存できな

かったことから，鈴木・向井 (2010)や平嶋 (2011)

も述べているように本種は淡水域に陸封されている

と考えられた.この結果は Tsunagawaet al. (2010) 

の耳石からの回遊履歴の解析結果とも一致した.本

種の生息地は，おもに平野部に集中し，標高 100m 

を越えるような場所の止水環境には自然分布しない

(平嶋， 2011). シマヒレヨシノボリの本来の生息環

境であった河川下流域の氾濫原やわんど，河跡湖

察考

れの場合も雄親によって保護されていた.本研究

では 2004年 5月7日に産卵された卵塊 (816粒)

から得た仔魚を用いた.

仔稚魚の初期発育鮮化仔魚 (3.2::!:: 0.2 mr机，

WMNH-2012-PIS.426) (Fig. 1B)はすでに閉口しており，

水槽内のエアレーションによってできた弱い水流に

流されない程度の遊泳能力をもっていた.また正

の走光性老示した.解化時には卵黄とj由球は残っ

ており，卵黄の大きさは醇化仔魚の瞳と同等か，そ

れより小さかった (Preflexionlarva). 筋節数は 27

[8(9) + 18(19)J であった.黒色素胞は鰐の上面，

腹部の油球付近，消化管の背面，第 18筋節付近

の下面と尾部下面の数ケ所に認められた背面部

には目立った黒色素胞もそれ以外の色素胞も認め

られなかった.

日齢 lで卵黄と油球を吸収し終えた (3.4mmNL， 

WMNH四 2012-PIS.427) (Fig. lC). 腹部から尾部の

下面によく伸展した黒色素胞が複数現れた.その

後，日齢 22で完全に脊索末端は上屈し，第 2背鰭

と轡鰭が形成され，腹鰭原基が現れた (Postflexion

larva) (6.8 mmSL， WMNH-2012-PIS.436) (Fig. 

1D).既に脊索末端の屈曲は終了しており，尾鰭

鰭条も完成していた.黒色素胞はH工門から尾部に

かけての下面に多く現れたが，背面部では第 2背

鰭基部後方付近に現れたのみであった.

日齢 30で第 1背鰭と腹鰭が完成し，すべての鰭

の鰭条数が 揃った (12.0mmSL， WMNH-2012-

PIS.437) (Fig. lE). そして， 日齢 35-40の聞にほ

ぼすべての個体が着底を完了し，浮遊期を終えた.

日齢 45で尾柄部から第 2背鰭付近まで鱗が形成さ

れた (14.2mmSL， WMNH-2012開PIS.438)(Fig. lF). 

また，体側に黒色素胞やグアニン等の色素胞によ

る斑紋が一定間隔で濃く現れた.日齢 60で鱗域が

第 1背鰭前方に達し，稚魚期に移行した (15.4

mr凶 L，WMNH・2012・PIS.439) (Fig. 1 G). 第 1，第

2背鰭には縦帯状に，尾鰭基部には密集して色素

胞が現れ，体側の斑紋とあわせて成魚と同様な外

見となった

仔稚魚の体長に対する頭長，旺門前長，背鰭前

長の割合は，体長の増加にともなって増加し，JjI

門前長は体長約 6mmで約 55%，頭長は体長約 10

mmで約 30%に達して安定した.また，背鰭前長

は体長約 9mm以降，約 40%の割合で一定であっ

た (Fig2). 

塩分耐性実験塩分 35psuでは 3日，塩分 15

psuでは 9日ですべての個体が舞死した (Fig.3).

塩分opsuでは 10日後の実験終了時で 90%の生
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は，人間の開発にともなって減少・激変している.

その結果，本種は人為的環境での生活を余儀なくさ

れ，農業用水路のような小規模水域やダム湖など人

工的な止水環境を利用して生活していると考えられ

る.また，本研究や Tsunagawaet al. (2010)の結果

から本種の仔魚期における海域分散は困難であり，

自然条件下では地理的に離れた個体群との交流は

難しいと思われた

その一方で，本種が人為的に本来の生息地以外

の水域にもち込まれた場合，淡水域で世代交代を

重ねて長期聞にわたって移入地を撹乱する事が予

想される.すでに，本種の本来の分布から離れた

静岡県静岡市の複数の止水環境で、は再生産してい

ると考えられている(板井， 1982;杉浦， 1996; 

板井ほか， 1998). また，三重県では本種と他種と

の交雑も報告されている(向井ほか， 2012) .そこ

で，浮遊仔魚期において，分布域外に移入された

本種と他のヨシノボリ類とを区別できるか否かを知

るために，本種と分布域が重複し仔魚期の形態に

関する知見が豊富な両側回遊型ヨシノボリ(シマヨ

シノボリ，クロヨシノボリ R.brunneus，オオヨシノボ

リR..fluviatilis) の仔魚の外部形態を Sakaiand Ya-

suda (1978)やKondoet al. (2013)を基に比較し

たところ，シマヒレヨシノボリは，脊索末端が上屈

する前(日齢 22，6.8 mmSL以前)では，背面に黒

色素胞がなく，着底直前(日齢 30，12.0 mmSL)で

は体に鱗が認められなかった.それに対しシマヨシ

ノボリとクロヨシノボリの仔魚は，いずれも脊索末

端の上屈前では第 2背鰭の後方に黒色素胞が現れ

た.さらに，着底直前(日齢 30-32程度)の段階

では， 3種とも鱗が形成され始めていること(クロ

ヨシノボリは第 1背鰭後方まで，シマヨシノボリは

第2背鰭後方まで，オオヨシノボリは第 2背鰭直下

まで)で，シマヒレヨシノボリの仔魚と区別できる

と考えられた.以上より，少なくともこれら 3種とシ

マヒレヨシノボリの仔魚とは形態的に区別できると

考えられた.しかし，解化から着底までの日数や体

サイズに関しては，上記 3種との明確な差が認めら

れなかった.

以上のことから，今後は本種の本来の分布域で

は，本種が浮遊仔魚期にも淡水域を利用している

ことを踏まえた生息地ごとの保全を進め，それ以外

の地域では，本属の浮遊仔魚を確認した場合には

種同定や成魚の確認などの対応が望まれる.
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