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短　報

コモンフグ天然魚にみられた
鼻孔隔皮異常について

松岡正信
（2002年 5月22日受理）

On the Deformed Inter-nostril Epidermis Observed in a Wild
Finepatterned Puffer, Takifugu poecilonotus

Masanobu MATSUOKA
＊1

＊1水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所（National Research Institute of Fisheries and Environment of Inland Sea, Fisheries 
Research Agency, Ohno, Hiroshima 739-0452, Japan）．

Abstract:  From a total of 241 wild fi shes of 18 species 
examined, one specimen with deformed inter-nostril epi-
dermis was found in the fi nepatterned puffer, Takifugu poe-

cilonotus. The specimen had a normal inter-nostril epider-
mis for the right nostril but the left nostril was deformed. 
Although the deformed nostril had two epidermal mem-
branes, they were not combined. The other 9 specimens of 
the same species caught had normal epidermis. Deformity 
of the inter-nostril epidermis very rarely occurs in wild fi sh-
es. This fi nding is only the second one after striped puffer, 
Takifugu xanthopterus.

　Key words:  Takifugu poecilonotus; Finepatterned puffer; 
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人工採苗魚の一部には，鼻孔隔皮欠損症が出現すること
が知られている。本欠損症は，前鼻孔と後鼻孔の間の隔皮が
欠如し両鼻孔が連続する異常症例である。これまでに人工
採苗マダイ1)，Pagrus major，トラフグ2)，Takifugu rubripes，
スズキ3)，Lateolabrax japonicus，イサキ4)，Parapristipoma 

trilineatum，クロダイ5)，Acanthopagrus schlegeliにおいてそ
の発生が報告されている。
天然魚については，傍島他6)が 3海域産の1,538個体のマダ
イを調べた結果，鼻孔隔皮欠損症は全く認められなかった
と報告している。また，松岡5)によると100個体のクロダイ
稚魚を観察したところ，全てが正常な鼻孔隔皮を有してい
た。人工採苗が行われておらず天然魚と思われる魚種の中
で，これまで唯一シマフグ，Takifugu xanthopterusにおいて
2個体に鼻孔隔皮欠損症が見出されている7)。このように天
然魚における鼻孔隔皮欠損症は極めて希であるが，今回，
コモンフグ天然魚，Takifugu poecilonotusにおいて鼻孔隔皮
欠損症に似た鼻孔隔皮異常個体を採集したので報告する。
標本の採集は，広島県佐伯郡大野町にある瀬戸内海区水
産研究所付近の沿岸で2001年10月に行った。採集方法は釣

りとカゴであり，合計18種241個体が採集され鼻孔の観察に
供された（Table 1）。コモンフグは10個体採集された。
鼻孔の観察の結果，メバル，Sebastes inermis，マダイ，キュ

ウセン，Halichoeres poeciloterus，クロダイ等を主体とする17

種231個体では鼻孔隔皮欠損症は全く認められなかった。し
かし，コモンフグ10個体のうち 1個体に鼻孔隔皮異常が観察
された。他の 9個体は全て正常な鼻孔を有していた（Fig. 1）。
この鼻孔隔皮異常個体は，全長93 mm，体長75 mmで，右

体側の鼻孔は正常な隔皮を有していた。左体側の鼻孔には
2枚の皮弁があり，これらは繋がっていなかった（Fig. 1）。
これらの皮弁は鼻孔隔皮と同様の組織と考えられるが，何
らかの原因で両皮弁が結合しなかったものと思われる。従っ
て，正確には鼻孔隔皮欠損症というより鼻孔隔皮形成不全
症と呼ぶべきであろう。一般にマダイ等の人工採苗魚では，
かなり成長した段階の鼻孔隔皮欠損個体には皮弁状の隔皮
は認められない。しかし，幼稚魚段階では鼻孔隔皮が外側

Table 1.  Number of specimens and range of body length 
(mm) of the 18 species examined for the morphology 
of the inter-nostril epidermis

Sebastes inermis
Pagrus major
Halichoeres poecilopterus
Acanthopagrus schlegeli
Ditrema temmincki
Trachurus japonicus
Rudarius ercodes
Takifugu poecilonotus
Sebastiscus marmoratus
Plotosus lineatus
Pseudoblennius cottoides
Hypodytes rubripinnis
Neoditrema ransonneti
Mugil cephalus cephalus
Conger myriaster
Chelon haematocheilus
Parablennius yatabei
Halichoeres tenuispinnis

Species n Body Length(mm)
 100 51-140
 24 67-101
 23 75-185
 18 82-340
 16 77-170
 11 125-135
 10 23-46
 10 62-115
 6 101-145
 5 180-205
 4 80-146
 4 30-64
 4 96-107
 2 275-325
 1 420
 1 181
 1 47
 1 123
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に反転した状態で観察される（未発表）。今回得られたコモ
ンフグの異常鼻孔隔皮は幼稚魚段階の特徴を有しているも
のと考えられる。
一般に天然魚において鼻孔隔皮欠損症が極めて少ない理
由として，もともと発生が少ないか，人工採苗魚並に発生
しても本症が生残の障害となって減耗するという二つが考
えられる。傍島他6)は鼻孔隔皮の欠損するマダイは鼻孔の正
常な個体と比較して，特に成長が劣ることはないと報告し
ている。また，川村8)は鼻孔の正常な天然マダイと鼻孔隔皮
欠損症の多い養殖マダイについて 6種類のアミノ酸に対す
る嗅覚感度を調べたところ，両者に差があるとはいえなかっ
たとしている。前鼻孔と後鼻孔を持つ魚種は，前者から後

者へ水が流れる際に匂い刺激を受容する。鼻孔隔皮欠損症
によって両鼻孔が繋がった場合，嗅上皮表面の水流や水量
は正常魚とは異なる可能性がある。しかし，上記の例から，
鼻孔隔皮欠損症が摂餌機能に重大な影響を及ぼすとは考え
にくい。マダイの種苗放流において多くの鼻孔隔皮欠損個
体が再補されている事実からみても，少なくとも種苗放流
サイズ以降においては鼻孔隔皮欠損症は生残に悪影響を及
ぼさないものと思われる。このようなことから，天然魚に
鼻孔隔皮欠損症がほとんどみられないのはもともと発生例
が少ない可能性が高く，人工飼育環境のどこかにその原因
が存在するものと思われる。
本報告を含めてこれまでに天然魚の鼻孔隔皮異常はフグ
科トラフグ属の 2種において認められた。フグ科では鼻孔
隔皮異常が生じやすいのか否かはこれだけでは判断できな
いが，さらに多魚種を含めた広範囲な調査が必要であろう。
本研究を行うにあたり，標本の一部を提供していただい
た瀬戸内海区水産研究所赤潮環境部赤潮生物研究室長山口
峰生博士および同環境保全部主任研究官角埜彰博士に御礼
申し上げる。 
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Fig. 1.　Top: normal inter-nostril epidermis in a wild fi nepat-
terned puffer. A, the anterior nostril; P, the posterior 
nostril. Bottom: deformed inter-nostril epidermis in the 
same species. Arrows show the two epidermal mem-
branes. Bars indicate 2 mm.
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