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ニゴロブナ Carassiusauratus grandoculisの

飼育仔稚魚の発育と成長

藤原公一昨

(2009年 10月20日受付， 2010年 6月 1日受理)

滋賀県水産試験場

Morphological development， organogenesis and somatic growth of 

hatchery-reared nigorobuna Carassius auratus grandoculis 

KOH-ICHI FUJIWARAa* 

Shiga Prefecture Fisheries Experiment Station， Hikone， Shiga 522-0057， Jaρ仰

The morphological development， organogenesis and somatic growth of hatchery-reared nigorobuna Carassius 

auratus grandoculis from newly-hatched larvae to early stage of juveniles were investigated in order to obtain basic 

data for determining the effective size at r巴leasefor the stock enhanc巴mentprogram in Lak巴 Biwa.As a result， 

generally the completion of the fin rays， scales and skeleton， and rapid developm巴ntof the skeletal musc1es and or-

gans for digestion， respiration， circulation， hematogenesis， excretion and sensory perception were observed at the 

juv巴nilestage of approximately 16 mm in standard length (SL)， leading to an improved ability to survive under 

natural environmental conditions. It was conc1uded that this d巴velopmentalstage (ca. 16 mm SL) is a criterion for 

determining the effective size at release. 

キーワード:種苗サイズ，種苗放流，成長，ニゴロブナ，発育ステージ，放流効果，放流サイズ

琵琶湖の周辺では古くから淡水魚を塩と飯で自然発酵

させるナレズシが作られている。その代表といえるフナ

ズシは滋賀県内に製造販売を行う専門屈があるほか，一

般家庭でも作られ，滋賀県の特産品として全国に知られ

ている。1.2)フナズシの材料には，コイ科フナ属に属する

琵琶湖固有亜 種のニゴロブナ Carassiusauratus 

grandoculis3-5)が主に用いられる。6)このため本種は高い

価格で取引され，琵琶湖漁業の重要な漁獲対象となって

いる。しかし，近年ではその資源が著しく減少し，琵琶

湖における本種を含めたフナの漁獲量は 1965年の

1，104 t7)を最高に， 1983年には 548t， 8) 2007年には

95 t9)にまで落ち込んでいる。そこで，琵琶湖の本種資

源を回復させるため， 1983年から琵琶湖栽培漁業セン

ターが中心となって種苗放流事業が実施されている。10)

開始当初は，本種の種苗放流技術に関する科学的知見

が不十分で，それまでに行われていたアユPlecoglossus

altivelisと同様に，ふ化直後の仔魚の大量放流を中心に

事業が進められた。10)しかし，本種の資源に回復の兆し

がみられないことから，著者らは，まず放流効果が期待

できる種苗のサイズについて検討した。このような取り

組みを進めるには，対象とする魚種の初期形態や成長，

器官形成などから構築された発育ステージにもとづき知

見を集積することが重要となる。しかしこゴロブナにつ

いては，友田11)が初期形態と生態的特徴を報告してい

るものの，その目的はゲンゴロウブナ Carassiuscuv必げ

との系統的な差違を比較・解明することにあり，至適放

流サイズの検討には十分でなかった。そこで本研究で

は，ニゴロブナの効果的な種苗放流技術，特に放流サイ

ズを確立するための基礎資料を得ることを目的に，飼育

魚を用いて，ふ化直後から稚魚に至るまでの発育と成長

を詳細に調べ，発育ステージ毎にそれらの特徴を明らか

にした。なお，本研究では形態的な特徴に加え，個体発

生の過程でみられる骨形成や諸器官の発達についても調

査した。

* Tel: 81-749-28-1611. Fax: 81-749-25-2461. Email: fujiwara-koichi@pref.shiga.lg.jp 
a現所属:滋賀県水産課 (ShigaPrefecture Fisheries Management Division， Otsu， Shiga 520-8577， Japan) 
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材料および方法

供試魚本研究には，滋賀県水産試験場(以下，滋賀

水試)で養成しているこゴロブナ親魚が 1990年 5月

29日と 1994年 5月 19日に人工産卵藻(キンラン)へ

自然産卵した卵を用いた。これら卵は琵琶湖から水を取

り入れた池で管理し，前者は 1990年 6月2日，後者は

1994年 5月24日にふ化した。ふ化した仔魚は粗放的

に餌料を培養している池 (12.5x 8.0 x水深1.0m)に設

置した 3.5x 2.0 x深さ 0.7mの網イケス(目合い 0.1

mm)へ約 5，000尾収容して 45日間飼育した。飼育中

はポンプでツボワムシBrachionuscaliciflorusやタマミ

ジンコ Moinamacrocoμなどの餌料生物を含む池中の

水を網イケス内に連続して注入した。池中の餌料生物の

密度が低下し始めた 10日目以降は，これに加えて配合

飼料(餌付け A，科学飼料研究所製)を午前 6時から

午後6時の間，ゼンマイ式小型自動給餌機 (FIAP

CLOCKWORK FEEDER) で連続的に投与した。飼育

中は溶存酸素濃度の低下を防ぐため，網イケス内でエ

アーレーションを行った。また，天然水域では発育初期

のニゴロブナは水草など浮遊物周辺の水面直下に生息す

るため，網イケスの水面面積の概ね 85%の部分に，人

工産卵藻を浮かべた。なお，本研究ではふ化当日を O

日齢と定義した。

供試魚の生体観察と固定 以下に述べる測定と観察に

は， 1994年5月24日にふ化した仔魚を，飼育終了ま

での聞に最初の 5日間は連日，それ以降はしだいに日

数を空けて延べ 18回，毎回 60尾を目安にサンプリン

グして用いた。各サンプリングで得た供試魚のうち 20

Dorsal view 

TL 

SL 

PAL 

Larva 

尾は体長一体重関係と相対成長，卵黄・鯨の体積を求め

るために 10%ホルマリン溶液で直ちに固定した。残り

は氷水中へ浸潰して麻酔(氷冷麻酔)し，万能投影機で

標準体長(以下，体長。 Fig.1) を測定するとともに，

数尾は実体顕微鏡下で体の外観と鼻孔の形成過程を観察

した。また，鱗が発生した標本では体左半面の全ての鱗

数を計数し，背鰭起点直下の側線鱗の形態を観察した。

さらに，各器官の発達過程を観察するため， 10%ホル

マリン溶液，ブアン氏液およびカルノアスキー氏液でそ

れぞれ 10尾ずつ固定した。

外部形態のスケッチは 1990年 6月2日にふ化した仔

魚を上記と同様に飼育し，同じ頻度で毎回数尾ずつサン

プリングして，その一部について氷冷麻酔後，実体顕微

鏡で観察して行った。発育ステージは Kendallet al.12) 

に準じて，ふ化直後の仔魚(ステージ A)，下顎が形成

されてから脊索末端が上屈を開始するまでの仔魚(ス

テージ B)，上屈開始後から完了するまでの仔魚(ステー

ジC)，上屈完了後から鰭条が定数に達するまでの仔魚

(ステージ D)，鰭条が定数に達した後の稚魚(ステー

ジE)の5ステージに区分した。

体各部の測定 水洗したホルマリン固定標本を用い，

万能投影機下で Fig.1に示した各部の長さおよび卵黄

と標の長さと高さ，脊索末端の上屈角度(脊索上屈角)

を測定した。擦の計測は， 1室の聞のみ行った。卵黄と

鯨の体積 Vmm3は，ともに回転楕円体として，V=πL 

• H2/6 (ただし L:卵黄または鯨の長さ，mm，H:卵

黄または標の高さ， mm)の計算式で算出した。13，14)体

重は化学天秤を用いて測定した。なお，魚体はホjレマリ

ン固定に伴い縮小し，固定前の体長 (SLmm) と固定

TL 

SL 

PAL 

Juvenile 
i 

Fig. 1 De五nitionof morphological parameters. TL: totallength， SL: standard length， P AL: pre-anallength， HL: head length， SNL: 
snout length， ED:巴yediamet巴r，BD: body depth Cinc1uding yolk in larva) ， DFH: dorsal五nfold height (maximum height exc1ud-
ing parts supported by fin rays) ， PSTFH: post-anal fin fold height (maximum height exc1uding parts supported by fin rays) ， 

PREFH: pre-anal五nfold height (maximum height) ， CPD: caudal pedunc1e depth (minimum depth after fiexion stage in larva) ， 

BWD: body width Cinc1uding yolk in larva) . 
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後の体長 (FSLmm) との聞には ，SL = 1.01FSL + 

0.363 (N=88， R2=0.999， P<O.OOl)の関係が認められ

た。したがって，ホルマリンで固定した標本は，固定前

の体長をこの計算式で推定した。

各器官の発達過程の観察鰭と骨の形成過程は，ホル

マリン固定した標本の軟骨と硬骨を Dingerkusand 

Uhler15
)の方法で二重染色し，実体顕徴鏡下で観察し

た。ブアン氏液固定した標本は， 70%エタノールに保

存後，定法に従い 4μm厚のパラフィン切片を作製し

た。これにマイヤーのヘマトキシリン・エオジン染色を

施し，光学顕微鏡下で消化管や心臓，牌臓など内臓諸器

官，鯨，骨格筋，限の発達を観察した。なお，切片は，

体表側面から体の中心部を通過するまで体軸方向に連続

して作製した。また，背鰭の起点前後数 mmの部分に

ついては，体軸と直行する方向に連続して作製した。カ

ルノフスキー氏液固定した標本は，オスミウム酸を用い

て再固定後エタノール系列で脱水し，酢酸イソアミルに

移した。これを滋賀県農業技術振興センターにおいて臨

界点乾燥した後，金スパッタリングを行い，主に体表の

感覚器官の形成について走査電子顕微鏡で観察した。

結果

発育ステージとその形態的，生態的特徴

1. ステージ A (Fig.2A) ふ化当日， 0日齢の仔

魚。体長は 5.00土 0.12mm， 4.81 ~5.18 mm (平均値±

SD，範囲，以下同様)。仔魚は浮遊せず，人工産卵藻や

網イケスの側面に頭部下面で接し，尾部を下にして懸垂

する。卵黄長は体長の概ね 46%を占め，卵黄の体積は

0.52:t 0.21 mm3， 0.29~0.90 mm3。下顎は未形成で，口

は頭部下面に穴状に関口する。粘液細胞は体表の他，こ

のステージに限って口の周辺に多数分布する。鯉孔や虹

門，尿道口は既に開口する。鰭は胸鰭の他，背部から尾

部を経て虹門にかけてとE門前に膜鰭が存在する。背部

と旺門後の膜鰭は匹門前の膜鰭に比べて顕著に大きい。

背部の膜鰭には，逆U字状に多数の毛細血管が分布

し，その中を赤血球が上下する。黒色素胞(以下，色素)

は背部体表に多数存在し，尾部の膜鰭や腹部体表，腹腔

内の上面部分にも散在する。

2. ステージ B (Fig.2B) 下顎が形成されてから脊

索末端が上屈を開始するまでの上屈前仔魚 (Fig.3)。

体長は 5.89土 0.32mm， 5.32~6.44 mm。鯨が発現し，

仔魚は浮遊するようになるが，分布は浮かべた人工産卵

藻内の水面直下にのみ限られる。遊泳行動は間欠的で運

動能は低い。卵黄の吸収が急速に進み，ステージの終わ

りには 0.03mm3 (ふ化時の卵黄体積の約 5%)まで減

少する。下顎の形成に伴い摂餌が可能となる。摂餌は，

卵黄が残存している (0.09mm3 :ふ化時の卵黄体積の

約 17%)2日齢から始まり，消化管に餌料生物が一列

藤原

に並ぶ。鰭条は形成されず，膜鰭のみ存在する。胸鰭の

基部は，肉厚で発達している。背部や旺門後の膜鰭は成

長に伴い退縮するが，旺門前の膜鰭は発達する (Fig.

4)。背部の膜鰭の毛細血管は依然存在する。形成直後

の標の上面に色素が認められる。体表や腹腔内上面，尾

部の膜鰭の色素はしだいに数を増す。

3. ステージ C (Fig. 2C) 脊索末端の上屈が始ま

り，完了するまでの上屈仔魚 (Fig.3)。体長は 7.68:t 

0.79 mm， 6.39~9.59 mm。網イケス内での分布は，こ

のステージでも人工産卵藻内の水面直下に限られ，人影

などには敏感に反応しない。仔魚は頭を上に向けて浮遊

し，持続的に泳がない。卵黄は，直ちに (3日齢)吸収

される。背部とE門後の膜鰭は，成長に伴い退縮・消失

していくが，匹門前の膜鰭は発達する (Fig.4)。また，

背部膜鰭の毛細血管は，このステージの前半で確認でき

なくなる。体表の色素は数を一層増し，背部の膜鰭にも

多数出現する。加えて，上屈した脊索末端の下部分に色

素が集まり，黒点を形成する。

4. ステージ D (Fig.2D) 脊索末端の上屈が完了し

てから，全ての鰭条が定数に達するまでの上屈後仔魚

( Fig. 3， 5 )。体長は 11.98:t 1.51 mm， 9.63 ~ 15.94 

mm。仔魚は，人工産卵藻の水面直下からその周辺へし

だいに分布を広げる。また，運動能力も非常に高くな

り，物音などに敏感に反応して，人が近づくと人工産卵

藻の内部へ勢いよく逃避するようになる。ステージ後半

には，一部の仔魚は 10数尾から数 10尾の集団で，網

イケスの底層部分にも分布し始め，網イケスなどに付着

した藻類をついばむ行動をとる。この集団は，各個体が

同じ方向へそろって泳ぐなどの統一性のある行動はとら

ない。尾部の黒点はさらに鮮明となる。最後まで残った

虹門前の膜鰭もこのステージの終わりには消失する

(Fig.4)。色素は体背部を中心にさらに増加する。

5. ステージ E (Fig.2E) 全ての鰭条が定数に達し

た以降の稚魚 (Fig.5)。体長は 21.32:t4.38 mm， 15.33 

~31.84mmo 稚魚になると仔魚ではみられなかった網

イケスの底をついばむ個体が増える。また，持続的に遊

泳するようになり，統一性のある行動をとる群を形成し

て網イケス内全面を泳ぎ回る。この群を形成した稚魚の

体長は 20.03土 3.95mm， 16.32~3 1. 59 mmであった。

本ステージでは鰭条の他，鱗数も定数に達するとともに

グアニンが全身に発現し，ニゴロブナ特有の外部形態、が

完成する。

成長と発育ステージの進行 1994年 5月24日にふ

化した仔魚の飼育期間中の平均水温は 21.8
0

C，範囲は

1臼8.4~24

育期間を通して概ね順調に成長した(仔Fiほg.6B町)。日齢

(D;日)と体長 (SL;mm) との聞には SL=0.442D+

5.18 (N=189， R2=0.967， P<O.OOl)の関係が認められ
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Fig. 2 Hatchery-reared larval and juv巴nilenigorobuna 
Carassius auratus grandoculis. A) stag巴 A:newly 
hatched larva， 5.2 mm standard length (SL)， 0 day af-
ter hatching (DAH). B) stage B: pre-flexion larva， 5.9 
mm SL， 2 DAH. C) stag巴C:flexion larva， 9.0 mm SL， 
8 DAH. D) stage D: post-flexion larva， 11.7 mm SL， 

14 DAH. E) stage E: juvenile， 18.0 mm SL， 28 DAH 
Each scale bar: 1 mm. 
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Fig. 4 Changes in proportions of A: dors副長nfold height 

(DFH)， B: pre悶anal長nfold height (PREFH) and C: 

post-anal fin fold height (PSTFH) to standard length 
(SL) with growth in hatchery司rearedlarval and 
juvenile nigorobuna Carassius auratus grandoculis. 
Standard length: estimated value b巴fore長xation.
Refer to Fig. 1 for・eachfin fold height. 

た。各発育ステージの仔稚魚、の日齢は，ステージAが

O 日齢， B が 1~2 日齢， C が 3~9 B 齢， D が 9~25 日

齢であり，ステージ Eには 25B齢以降に到達した。体

長と体重 (BW;g)は，後述する体長に対する全長，

体高，体幅などの比率に変尚点がみられた体長 12mm

を境として，それ未満では BW=4・10…7SL4.63 (N= 

118， R2 = 0.982， P< 0.001)，それ以上では BW=7・
1Q-6SF52 (N=71， R2=0.994， P<O.OOl)の関係で表

すことができた (Fig.7)。

1990年 6月2日にふ化した仔魚の飼育期間中の平均

水温は 21. 3
0

C，範閤は 17.9~25.00C であり，成長と発

育は上記の仔稚魚、とほぼ同様であった。

体各部の相対成長体長に対する吻長，頭長，紅門前
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16mm) に相当した。

内部骨格と鰭条，鱗の形成

1. 内部骨格ステージAでは，肩帯部分，鯉弓部

分，顎部分および神経頭蓋の下面などごく一部に軟骨が

認められるのみで，骨格系は極めて貧弱である。ステー

ジBに入ると，口器が形成され前上顎骨が出現する。

長，全長，体高，尾柄高，体幅および眼径の比率(各部

位/体長 x100) をFig.8に示した。変曲点は概ね体長

6mm (助長，頭長，)lI門前長，全長，体高，体幅，眼

径)， 同8mm (日工門前長，全長)， 同12mm (吻長，

頭長，虹門前長，全長，体高，尾柄高，体幅，眼径)， 

同16mm (紅門前長，眼径)に集中した。これらは，

ステージ B，C，Dの平均体長(体長約 6mm，同 8mm，

同12mm) およびステージ Dから Eへの移行期(同
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Fig. 8 Proportions of A: snout length (SNL)， B: head length (HL)， C: pre-anallength (PAL)， D: totallength (TL)， E: body depth 
(BD)， F: caudal peduncle depth (CPD)， G: body width (BWD) and H: eye diameter (ED) to standard length (SL) in hatchery-
reared larval and juvenile nigorobuna Carassius auratus grandoculis. Standard length: estimated value before fixation. Refer to 
Fig. 1 for each length. 

また，下尾軟骨が現れ，鯨弓部分の軟骨が発達する。ス

テージ Cの前半には神経弓門軟骨が，少し遅れて血管

弓門軟骨が体の前端と後端から発現する。その直後には

擬鎖骨と咽頭歯の硬骨化が始まる。ステージの後半に

は，背鰭，尻鰭の順に担鰭軟骨が，下顎では歯骨などの

硬骨が形成され始める。ステージDに入ると体の前方

から尾部末端まで，順次脊柱が出現する。このステージ

の半ばには神経・血管弓門や頭蓋部で，また終期には背

鰭と尻鰭の担鰭骨，腰帯および尾骨で硬骨化が始まるな

ど，全身で骨格の形成が著しく進行する。ステージ E

では，尾部や各鰭，頭蓋骨の関節部分を除いて化骨が終

了し，骨格系が概ね完成する。

2. 鰭条 (Fig.5) 鰭条の形成は，尾鰭が最も早く，

ステージ C，体長約~mm で認められる。ステージ D

に達すると直ちに，背鰭，尻鰭および胸鰭の鰭条が同

10mmで出現する。腹鰭の鰭条はそれらよりも遅れ

て，同 llmmで確認できるようになる。胸鰭と腹鰭を

除く各鰭の鰭条は同 13mmで定数に達する。胸鰭と腹



900 藤原

Stage A -

Stage B-

Stage C・-圃
Stage D 

Air bladder 

Muscular system 

Ordinary muscle 

Red/pink muscle 

Respiratory organ 

Oral flap 

Gill 

Digestive organ 

Alimentary canal 

Liver 

Pancreas 

Circulatory organ 

Heart 

Blood 

Hemopoietic organ 

Intermediate cell mass 

Thymus 

Spleen 

Pseudolymphoid tissue in a head kidney 

Interstitial pseudolymphoid tissue in a body kidney 

Excretory organ 

Head kidney 

Body kidney 

Urinary bladder 

Endocrine organ 

Thyroid gland 

Sense organ 

Visual organ 

Olfactory organ 

Eye 

Olfactory epithelium 

Olfactory lamella 

Nostril 

Gustatory orga円 Tastebud 

Auditory/balance organ Semi-circular canal 

Lateral line organ 

Crista ampullaris 

Otolith 

Weberian apparatus 

Free neuromast 

Lateral line pored scale 

Stage E 

Single bladder with aiJ:.--1 Two bladder~Anterjor-part < posterior-part 
T;Anterior-part > posterior~part 

I Sarcolemmal nucleus at the center of muscle fiber in cross section 
1/ I The nucleus starts transference to the edge of muscle fiber 

.J ~ .". The nucleus transference is completed 

守Single-Iayer I .... ILayers increase rapidly 

I .....， A few layers 

I T Primary gill lamellae appear I 

I ....' Seconda円lae A GIllraker apl pears l 
1l||1|Eill l lama e|l apl peafr 4l'El ー

I yrFolds appear 1'" Twisted once 

I ....Vesicles storing glycogen or lipid appear 

すPulsation

-・・...........，..........'E|

zs…|一山山.... 
'" Single renal tubule 

~ 企~出吋叫cia凶ali凶。nof r陪酬叩e朋 叩n悶a山 bu川le制 E副lomer山

， '" 'Colloid appears ，"， Rapid activation I 

Incomplete structure 
サ， T Mosaic pattern of visual cells appears I 

鳳.a.:Complete structure 

，''' Olfactory rosette 

C 吋 ete anter刷e官叩r吋i… d post加e町r… penl 叩 F i i 

I I I I I I I I I I 

'tLapillus & sagitta '"， Astericus appears I 

:'" Ossified 

5 10 15 20 25 

Standard length (mm) 

30 

Fig. 9 Various ontogenetic changes in hatchery-reared larval and juvenile nigorobuna Carassius auratus grandoculis. Open bar: ex-
istence， solid bar: increase or dev巴lopm巴nt，stippled bar: degradation. Refer to the text for each stage. 
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鰭の鰭条形成もステージ Eに入り同 16mmで完了する。

3. 鱗ステージDに入り，体長約 llmmを超える

と体側面中央部に鱗が発生する。その後，鱗は，尾柄部

を経て背部と腹部にまで認められ，急速に枚数を増す。

ステージ Eに入り，同 16mmには全ての個体で鱗が定

数(体半面で概ね 250~260 枚)に達する。

鰻と筋肉，鯉，内臓諸器官の発達 (Fig.9)

1.鯨鯨は，ステージAでは未形成であるが，ス

テージ Bに達すると直ちに 1室が発生し，成長ととも

に体積を増す。その体積は， 1日齢の体長 5.7:t0.2mm 

で0.02:t0.01 mm3， 2~3 日齢の同 6.5 土 0.5mm で 0.05

土 0.01mm3， 4日齢の同 7.3:t 0.3 mmで0.06土 0.01

mm3， 5日齢の同 7.7土 0.2mmで0.08:t0.02 mm3であ

る。また，ステージ Cの半ばには後室の前端に小さな

前室が認められるようになり，ステージDには前室が

後室よりも大きくなる。

2. 筋肉 ステージA，Bの聞は，普通筋の筋繊維の

中央に円形で大型の筋核が存在する。血合筋は体側に沿

ってまばらに 1層のみ認められる。ステージ Cの前半

に，普通筋の筋核は小型化して筋繊維の周辺へと移動を

開始する。 1層でまばらだった血合筋は，このステージ

の半ばには 2層となる。ステージ Dの半ばには，普通

筋が腹腔下部にまで伸張するとともに筋繊維周辺への筋

核の移動が完了する。このころから血合筋や中間筋が急

速に発達し，ステージ Dの末には普通筋層の 1/3の深

さまで体側から V字状に伸張する。ステージ Eに達す

ると，これら骨格筋はさらに層を増し，成魚とほぼ同様

となる。

3. 鰐、 ステージAでは，既に口の内側上方に口腔

弁が存在する。鯨は左右4個ずつの塊状で一次偲弁は

未分化である。ステージ Bに入ると一次偲弁が，ス

テージ Cの前半には二次鯉弁が分化するなど，鯉はし

だいに発達する。ステージ Dの前半には鰹把が出現

し，全体的な構造が整う。

4. 内臓諸器官 ステージAでは，直線状の消化管

は一層の細胞からなる。心臓には赤血球が観察され拍動

する。造血組織として intermediatecell mass16，17)があ

るものの，胸腺や牌臓などは分化していない。頭腎には

数本の細尿管が，体腎には 1本の管状の細尿管が存在

する。勝脱は既に認められる。ステージ Bに達する

と，直ちに肝臓と醇臓が出現し，摂餌した個体では肝臓

にグリコーゲンあるいは脂質の蓄積痕と考えられる空胞

がみられる。 Intermediatecell massはしだいに縮小す

る。甲状腺の櫨胞にはコロイドが蓄積しているが，櫨胞

上皮細胞高は低く甲状腺は活性化していない。ステージ

Cでは，消化管は依然直線状だが，本ステージ前半に内

側に襲が発生する。 Intermediatecell mass はさらに縮

小し消失する。それに代わって造血組織として胸腺，頭

腎のリンパ様組織および体腎の間質リンパ様組織が，少

し遅れて牌臓が出現・発達する。排世器官では，体腎に

細尿管と糸球体がステージ Cの半ばに分化し，しだい

に発達する。ステージ Dでは，それまで直線状だった

消化管がー旋回する。また，ステージ Dの中盤に限っ

て，甲状腺の櫨胞上皮細胞が高さを増し非常に活性化す

る。ステージEに達すると，各器官の発達が一層進み

内臓の基本的な構造が完成する。

感覚器官の発達 (Fig.9)

1.眼ステージAでは，網膜の色素を既に有する

が，外頼粒層，外網状層，色素上皮層，細小血管は未分

化である。しかし，ステージ Cには構造的に完成し，

網膜に二重錐状体と単錐状体がモザイク配列するように

なる。

2. 喋覚器官ステージAでは，鼻孔は楕円形で，

浅くくぼんだ鼻腔の底に喋上皮が存在する。ステージ C

には嘆上皮に簸が発生し，嘆板が形成され，ステージ

Dには，喋板は喋房となる。ステージBの半ばまで鼻

孔は楕円形だが，このステージの終わりには鼻孔の背・

腹両側に鼻孔隔皮形成組織が出現し，中央方向へ伸張し

始める。ステージ Dでは，これらの組織はさらに発達

するが癒合しない。ステージ Eに入札体長約 22mm

を超えると伸張した組織は鼻孔隔皮を形成し，前鼻孔と

後鼻孔が完全に分離した個体が出現する。全ての個体で

これらの構造が認められるのは同 24mmを超えてから

である。

3. 味覚器官ステージAでは味膏は分化していな

い。ステージ Bに達すると直ちに，食道に味膏が出現

し，以降分布を拡大する。

4. 聴覚器官ステージAで既に三半規管，聴峰，

耳石が存在する。ただし，耳石は礁石と扇平石のみであ

る。ステージ Dの半ばまでに，耳石のうち未形成だっ

た星状石が出現し，ウエパー器官は硬化する。飼育魚が

物音に敏感になるのもこのころからである。

5. 側線器官ステージAで既に遊離感丘が存在

し，その後成長に伴い増加する。ステージ Dに入る

と，直ちに側線鱗に V字状の切り込みが生じるように

なり，しだいに穴状に変化するがこのステージの間，側

線孔は形成されない。ステージEに入って，体長約 20

mmを超えると側線孔の完成¥した個体が現れるものの，

全ての個体で完了するのは同 29mmを超えてからであ

る。

考察

ニゴロブナやゲンゴロウブナ，コイ CyprinuscarPio 

などは，ふ化後しばらくの聞は水草などに付着して懸垂

することが知られている。4，11)本研究においても，ふ化

直後のステージAのニゴロブナに同様の生態が観察さ
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れた。本ステージの仔魚は，鯨が未形成で浮遊できず，

水底への沈降を防ぐため周辺の器物へ付着すると考えら

れる。このような行動を可能とするのは，本ステージの

み特徴的にみられた口周囲の多数の粘液細胞と口腔上方

の弁が関与していると思われる。このように，ステージ

Aは能動的な機能に乏しいため，捕食者に対しては全

く無防備な状態にあるといえる。

ステージ Bに達すると鯨，口器が形成され，仔魚は

水面直下での浮遊や摂餌が可能となる。これに伴い，形

態的にも大きな変化が生じ，ステージ Bは相対成長の

変曲点が多く存在する時期でもある。卵黄は吸収が進

み，本ステージの終期にはほとんど認められなくなっ

た。魚類の初期生活史において，一般にこのような内部

栄養から外部栄養へ転換する時期に初期減耗が起こ

り 18)それには飢餓が強く関係する19)とされている。ス

テージ Bのニゴロブナ仔魚は，鰭が全て膜鰭で，遊泳

時に推進力を担う尾部も下尾軟骨のみが形成され始めた

段階で発達していない。遊泳は比較的発達した胸鰭によ

る間欠的なもので，餌を追い求めて摂餌する能力は低く

い。したがって，天然水域では餌料生物の密度が高くな

い限り，飢餓により死亡することが予想される。

ニゴロブナの天然、仔魚は餌料として浮遊性の小型甲殻

類を好むことが知られており 20)これら甲殻類は，抽水

植物(ヨシ)帯の中央部から岸辺付近に高密度で分布す

る傾向にある。21，22)また，ステージ Bの本種仔魚は，ヨ

シ帯の中央部から岸辺付近に多数分布することが観察さ

れている23)が，これら水域の溶存酸素濃度はヨシ帯の

先端や外部に比べて低く，夜間には著しく低下す

る。21，22)一般に低酸素水域で繁殖する魚の仔魚は体表に

血管が広く分布し，皮膚呼吸によるガス交換機構が発達

することが明らかになっている。24)先に，ステージ Bの

本種仔魚は二次鯉、弁が発現せず，背部の膜鰭に多数の毛

細血管が分布することを述べたが，偲が機能するまでの

聞は，この膜鰭部分でガス交換を行っていると考えられ

る。加えて本研究ではステージ Bの仔魚は水面直下に

分布することを報告したが，天然環境下でも同様の知見

が得られており 22)少しでも酸素の溶け込みが見込める

水面直下において，背部の膜鰭を介して酸素を吸収する

ことで低酸素環境に適応しているものと思われる。

このように，ステージ Bの本種仔魚は，依然，体の

構造や機能が不完全で飢餓や被食による大量死亡に直面

しているといえる。しかし，これらの仔魚が分布してい

るヨシ帯中央部から岸辺付近は餌料生物が豊富で，溶存

酸素濃度が低いため捕食者が侵入しにくく，ニゴロブナ

仔魚の生息に適した水域といえよう。

ステージ Cでは，二次偲弁の分化が始まり背部の膜

鰭の毛細血管は完全に消失した。この段階から呼吸は鯉

が担うようになり，以降は呼吸機能が向上するものと考

藤原

えられる。また，ステージ Cでは，硬骨魚類の初期の

造血組織として知られる intermediatecell mass16，17)は

消失し，代わって，胸腺 25，26)頭腎のリンパ様組織 27)

体腎の間質リンパ様組織 27)牌臓28)が出現し，しだいに

発達した。さらに眼は構造的に完成し，網膜に二重錐状

体と単錐状体がモザイク配列するようになった。これに

より網膜感度の急速な向上29)が予想される。このよう

に，ステージ Cでは呼吸や造血，視覚といった生活を

支える基本的な機能の向上がうかがえる。

ステージ Dでは，小型化した普通筋の筋核が筋繊維

周辺へ移動を完了し，骨格筋は急速に層を増した。また

各鰭条が出現し，胸鰭と腹鰭を除いて定数に達した。こ

れに加え，脊柱の形成が進行し，背鰭と尻鰭の担鰭骨や

尾骨など，遊泳を担う骨の硬骨化も始まるなど，全身の

運動機能が格段に向上した。形態面では，ステージ D

の初期には匹門前の膜鰭が発達 (Fig，2D) して，遊泳

時に水の抵抗を受けにくいとされる稚魚と同様の側面投

影形態30)を示した。その後，この膜鰭はしだいに縮小

した (Fig，4B)が，それに伴い腹部が稚魚の体型へと

しだいに変化し，ステージ Dを通じて同じ側面投影形

態が維持された。飼育魚はそれまでのステージとは異な

り運動性を増し，一部は集団で網イケスの底層部分にも

分布を拡大した。また，鯨前室の発達に加え，鯨で受け

た水の振動を内耳へ伝えるウエパー器官31)や耳石が成

魚と同様の構造，形態を整えるなど，聴覚機能の向上が

うかがえた。飼育下においても，ステージ Dのニゴロ

ブナは，人が近づく物音などに非常に敏感になるのが観

察された。以上のように，この時期は行動面でもそれま

での仔魚期とは異なった特徴を発現する段階に移行して

行く。これらのことから，ステージ Dは運動能力や感

覚能力を著しく向上させ，仔魚期から稚魚期の生態，形

態特性を獲得する多面的な変化の期間であるといえる。

また，体各部の相対成長に関して，ステージ Dの平均

的なサイズである体長 12mmに多くの変曲点がみられ

たことは上記の事象を支持している。なお，ステージ

Dの一時期のみ甲状腺は滴胞上皮細胞の高さが増した

ことから，この前後で甲状腺ホルモンのサージが起こっ

たと考えられる。甲状腺ホルモンはヒラメ Paralichthys

olivace仰を始め，魚類の変態に中心的役割を果たし，

稚魚への移行期に顕著に上昇することが知られてい

る。32)先に述べてきたステージ Dにおけるこゴロブナ

仔魚の機能や形態の大きな転換にも，甲状腺ホルモンが

関与しているものと思われる。

仔魚は体長 16mmを超えると稚魚、期であるステージ

Eとなった。このステージでは鰭条と鱗は定数に達し，

体色や体型もニゴロブナの特徴が整った。また骨格がほ

ぼ完成するとともに，骨格筋および消化，呼吸，循環，

造血，排世，感覚を司る各器官も急速に発達するなど，
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一部を除いてほぼ成魚と同様の構造が完成し，生理的に

も機能の一層の向上がうかがえた。これら飼育下の稚魚

は運動性を著しく増し，統一性のある群の形成や網イケ

ス内での分布の拡大，底層での摂餌など，それまでの発

育ステージとは異なった行動も発現した。飼育した本種

仔稚魚の外部形態と生態を詳細に観察した友田11)も，

ステージ E とほぼ同じ体長 13.8~16.7 mmには，今回

の知見と同様の事象を報告している。このように，本ス

テージは，外部形態や生理機能，行動，生態ともに成魚

の特性を獲得する時期であると判断される。

上記の結果から，体長が概ね 16mmまで成長して稚

魚期に達したこゴロブナは，仔魚期の各ステージと比べ

て，天然環境下での生活を支える機能や生き残る能力の

格段の向上が期待される。したがって，このステージ

(体長)は，効果的な放流サイズを検討するうえでの基

準の一つになると考えられる。

滋賀県は 1983~1984 年に温水魚資源対策検討委員会

を設置して，琵琶湖のニゴロブナの栽培漁業のあり方に

ついて検討した。その結果，同委員会から，ニゴロブナ

資源を増大させるために年間 5千万尾のふ化仔魚を放

流する計画が提示された。10)しかし，この放流事業はニ

ゴロブナの発育や成長に伴う機能および行動の変化，生

態などを十分に理解して行われたものではなかった。当

時，滋賀県では年間 70億尾のアユのふ化仔魚の放流が

可能とされる人工河川33)が既に稼働しており，ニゴロ

ブナでもアユと同様に，可能な限り大量の種苗放流を行

うことが前提とされていた。その後，琵琶湖栽培漁業セ

ンターはこゴロブナふ化仔魚の大量放流を中心とした種

苗放流事業を 8年間実施したが，資源回復には結びつ

かなかった。

積極的に水産資源を回復，増殖させるため，栽培漁業

は 80種を超える多種多様な魚介類で実施されている。

天然水域において，魚介類の減耗のほとんどは仔稚魚期

に集中する。それらの発育段階にある種苗を放流して効

果を上げるには，対象種毎に初期の外部形態や発育の特

性，生理・生態的な生物情報を元に「何時j，Iどこにj，

「どれくらいj，Iどんなサイズ」で放流するか，すなわ

ち至適条件を明らかにすることが不可欠である。先に述

べたようにニゴロブナのふ化仔魚放流では，その実施に

先だって検討されるべき基礎的知見の収集が十分でな

く，成果を得ることが出来なかった。今後，ニゴロブナ

の資源回復を目的とした放流事業を効率的かっ効果的に

進めて行くうえで，再度本種の初期生活史を十分に調査

し，それらの結果に基づいた種苗放流技術の構築が重要

である。このような技術開発を進めるうえで，本研究で

得られた情報は，貴重な基礎資料になるといえよう。

謝辞

本研究を進めるにあたり組織標本の作製にご指導いた

だいた独立行政法人水産総合研究センター養殖研究所

三輪理博士，本報告をまとめるにあたり多くのご助言

をいただいた東京海洋大学教授 北田修一博士および准

教授浜崎活幸博士に心から厚くお礼申し上げる。

文献

1) 小島朝子，北村員一，堀越昌子.なぜ琵琶湖で育った.

「ふなずしの謎J(滋賀の食文化研究会編)サンライズ出
版，滋賀.1995; 9-33. 

2) 藤井建夫.すしの先祖は魚の漬け物.1"魚の発酵食品」成
山堂書庖，東京.2000; 77-96 

3) 宮地惇三郎，川那部浩哉，水野信彦.1"原色日本淡水魚類
図鑑」保育社，大阪.1963. 

4) 中村守純.1"日本のコイ科魚類」資源科学研究所，東京.
1969. 

5) 川那部浩哉，水野信彦，細谷和海編.1"山渓カラー名鑑日
本の淡水魚第3版」山と渓谷社，東京.2002. 

6) 小島朝子.近江の鮒ずし.新食品産業 1986;28: 1-10. 
7) 水産業の部.昭和40年次滋賀農林水産統計年報(農林省

滋賀統計調査事務所編).滋賀農林統計協会，大津.
1966; 197-208. 

8) 水産業の部.昭和 58年次滋賀農林水産統計年報(近畿農
政局滋賀統計情報事務所編).滋賀農林統計協会，大津.
1984; 133-147. 

9) 水産業の部.平成 19年次滋賀農林水産統計年報(近畿農
政局滋賀農政事務所編).近畿農政局滋賀農政事務所，大
津.2009; 145-152. 

10) ニゴロブナ.昭和 58(1983)年度~平成 17(2005)年度種
苗生産放流事業結果概要.財団法人滋賀県水産振興協
会，草津.2007; 2-17. 

11) 友田淑郎.びわ湖産フナの発育.1.ニゴロブナの発育に
ついて，およびゲンゴロウブナとニゴロブナの分化につ
いての予察的研究.大阪市立自然史博物館研究報告
1965; 18・3-30.

12) Kendall Jr A W， Ahlstrom EH， Moser HG. Early life histo-

ry stages of fishes and their characters. In: Moser HG， 
Richards WJ， Cohen DM， Fahay MP， Kendall Jr AW  and 
Richardson SL (巴ds).Ontogeny and 砂'stemati，ιsof Fishes 

Spec. Publ. No. 1， Am. Soc. Ichthyol. Herpetol. 1984; 11-
22. 

13) 輿世田兼三，照屋和久，菅谷琢磨，関谷幸生.初回摂餌
の遅れがキジハタ Epi犯ePhelusakaara仔魚の摂餌，成
長，および生残に及ぼす影響.日水誌 2006;72: 702-
709. 

14) 北島力，山根康幸，松井誠一，吉松隆夫.アユ仔魚の
発育に伴う比重の変化.日水誌 1998;64: 822-829. 

15) Dingerkus G， Uhler LD. Enzyme c1earing of a1cian blue 
stain巴dwhole small vertebrat己正fordemonstration of car-
tilage. Stain Tech招01.1977; 52: 229-232. 

16) Detrich HW  III， Kieran MW， Chan FY， Barone LM， Yee 
K， Rundstadler JA， Pratt S， Ransom D， Zon LI. Intraem-
bηTOnic hematopoietic cell migration during vertebrate 
development. Developmental Biology 1995; 92・10713-

10717. 

17) Zapata A， Diez， Cejalvo T， Gutierrez-de Frias C， Cortes A. 
Ontogeny of the immune system of fish. Fish & Shellfish 
Immunology 2006; 20・126-136.



904 

18) Heming TA， Buddington RK. Yolk absorption in em-
bryonic and larval fishes. In: Hoar羽TS，Randall DJ (eds). 
Fish Physiology Vol. XI. Academic Press， London. 1988; 
407-446. 

19) 塚本勝巳. 1II.発育過程の生態学的側面.8. 魚類の初

期減耗過程とそのメカニズムに関する標識放流実験. 1"魚

類の初期発育J(田中克編)恒星社厚生閣，東京.
1991; 9-20. 

20) 平井賢一 びわ湖内湾の水生植物帯における仔稚魚の生

態 E ニゴロブナ仔稚魚の食性と生息域の関係.日本

生態学会誌 1972;22: 69-93. 

21) 藤原公一，臼杵崇広，小林徹，水谷英志.琵琶湖の固

有種ニゴロブナ Carassiusauratus grandoculisを育む場と

してのヨシ等植物群落の重要性 環境システム研究
1995; 23: 414-419 

22) 藤原公一，臼杵崇広，根本守仁 ニゴロブナ資源を育む

場としてのヨシ群落の重要性とその管理のあり方.法賀
県琵琶湖研究所所報 1999;16: 86-93 

23) 鈴木誉土，永野元，小林徹，上野紘一. RAPD分析

による琵琶湖産フナ属魚類の種・亜種判別およびヨシ帯

に出現するフナ仔稚魚の季節変化.日水誌 2005;71: 10 
-15. 

24) Rombough P]. Respiratory gas exchange， a巴robic

metabolism， and effects of hypoxia during early life. In: 
Hoar WS， Randall DJ (eds). Fish Physiology Vol. XI. Aca-

藤原

demic Press， London. 1988; 59-161. 

25) 会田勝美，小林牧人，金子豊二.7. 内分泌. 1"魚類生理

学J(板沢靖男，羽生功編)恒星社厚生閣，東京.
1991; 167-241. 

26) 長谷川大輔，小野信一，原日出夫 ワカサギの成長に伴

う胸腺の発達と胸腺に及ぼす飼育水温の影響. 1"海一自然

と文化」東海大学紀要海洋学部 2005;3: 33-45. 

27) 小栗幹郎.Wl 腎臓. 1"魚類組織図説正常組織と病理組

織J(日々谷京編)講談社，東京. 1982; 94-103. 
28) 隆島史夫 V[-3 牌臓. 1"魚類組織図説正常組織と病理

組織J(日々谷京編)講談社，東京. 1982; 64-72 

29) 川村軍蔵.1.発育過程の形態学的側面. 1. 感覚器

官. 1"魚類の初期発育J(田中克編)恒星社厚生閣，東
京. 1991; 9-20. 

30) Van Snik GMJ， Van Den Boogaart JGM， Osse JWM. 

Larval growth patterns in Cyprinus carpio and Clarias gar-

ienus with attention to the finfold. Journal 01 fish Biology 
1997; 50: 1339-1352. 

31) 小林博.YJ 感覚器官. 1"魚類解剖学J(落合明編)
緑書房，東京， 1987; 283-308. 

32) 田中克，田川正朋，中山耕至. 1"稚魚生残と変態の生

理生態学J京都大学学術出版会，京都， 2009. 
33) 人工河川1.平成21年度滋賀の水産.滋賀県農政水産部

水産課，大津.2009; 63-65 



クロミンククジラにおけるクジラヒゲの成長，特に外縁先端部

に出現する欠亥IJについて

銭谷亮子，加藤秀弘(海洋大)

南極海鯨類捕獲謁査(JARPA) と商業捕鯨の南極海第N区

で採集された 1，654個体のクロミンククジラのヒゲ板を用い，

ヒゲ板の成長と外縁先端部に出現する V字形の欠刻について

検討した。ヒゲ板長は体長の治加に伴い伸長し，雄は体長 8.0

m 以上で 261.8mmに，雌は体長 8.5m以上で 278.3mmに達

した。欠刻は胎児のヒゲ板には認められなかったが，出生後の

体長 5.4mJょj、下のヒゲ板金てに認められたことから，欠亥1は出

生時に形成された可能性が高く，摩耗により体長 6.4m付近で

完全に消失すると考えられた。

臼水誌， 76(5)，870-876 (2010) 

ブルーム盛期における麻簿性貝毒原因プランク卜ン Alexαn-

drium tamαrenseの日周鉛直移動，環境要因および細胞毒震

の変化

山本さを者(大奴環良水総研)， 

松山幸彦(水研セ閲海水研)， 

大美博sB，有山啓之(大阪環農水総研)

Alexandrizmz tamarense赤潮が確認された 2007年春期に堺

出島漁滋で主主夜観測を行い， 日照鉛箆移動と環境，細胞毒援の

変化を調査した。日中，遊泳細胞は表層に集中分布したが，日

没後分散し，底隠で密度が増加した。夜明け後は再び表層で場

加しており，日照鉛渡移動が確認された。細胞の議組成に変化

はなかったが，細胞議長は8没以降夜明けまで増加傾向であっ

た。このことから議は夜間に蓄積すると推察され，高議細胞が

鉛直移動することで深所に分布するアカガイ等で貝議のリスク

が高くなることが示唆された。

汚水誌， 76(5)，877-885 (2010) 

大阪港湾域におけるに底泥からの汚濁発生源除去効果からみた

航路渓漢の評価

西尾孝之，新矢将尚(大阪市立環境科研)

河川末端に位置する地点の底泥中家主祭，リン，有機物含有量

は大i阪港内外地点よりも 2~3 倍高かった。間隙水中の窒素，

リン，有機物濃度も，河川末端の底泥が 9~20 倍高く，拡散

フラックス推定値もアンモニウムイオンおよびリン酸イオン共

に約 2~10 倍高かった。微生物活性の低下する冬期において

もこれらの潜在的拡散フラックスは高かった。河口域の底泥は

浮泥状態で撹乱により巻き上がりやすいために間隙水中の栄養

塩類が拡散し易く，淡淡することにより底泥からの溶出による

閉鎖的な港内停滞水域への汚濁負荷を低減する効果が高いこと

が明かとなった。 白水誌， 76(5)，886-893(2010) 

ニゴロブナ Cαrαssiusαuratusgrand，οculisの飼育仔稚魚の

発育と成長

藤原公一(滋賀水試)

琵琶湖においてニゴロブナの放流事業を突絡するうえで効果

的な種苗サイズを検討する基礎資料を得るため，飼育した本稜

仔稚魚の発育と成長を競べた。その結果，襟準体長が概ね 16

1003 

mmまで成長して稚魚、期に達すると，鰭条や鱗，骨格がほぼ完

成するとともに， 1号絡筋および消化，呼吸，循環，感覚，造

血，排社止を司る各器官の急速な発達が観察され，天然環境下で

生き残る機能の著しい向上がうかがえた。したがって，このス

テージ(標準体長約 16mm)は，効果的な放流サイズを検討

するうえでの基準の一つになると考えられた。

日水誌， 76(5)，894-904 (2010) 

海底に長期間浸漬した刺鱗の漁獲機能の経時変化

秋山清二(海洋大)

海底に残置された逸失刺網の漁獲継続期間について検討する

ため，千葉県館山湾の海底に料網を 2000日間浸演し，浸演時

間と羅網個体数の関係を調べた。刺網にはイセエピ 15個体，

イセエど以外のEj3殻類25俗体，腹足類8個体， ，魚類5個体，

その他2個体の合計55個体が綾織した。羅絹個体数は実験開

始直後に急増し，浸漬 11El 13に最大となった後，減少した。

羅網{障体数の減少過程は指数関数で表され，漁獲講堂続期間は

182日と推定された。漁獲継続期聞はイセエビや魚類では短

く，イセエピ以外のEj3殻類や腹足類ではより長期に及んだ。

日水誌、， 76(5)，905-912 (2010) 

群れ形成の習性を利用したブルーギ)[..Lepomis macrochirus 

の有効な捕獲方法の検討

藤本泰文(伊主主沼財団)，

高橋清孝(シナイモツゴ郷の会)， 

進策健太郎(伊豆沼財問)，山家秀信(東農大)， 

佐藤繁(北里大海洋)

ブルーギlレが群れを形成する習性を本種の駆除手法に利用す

ることを目的とし，間緩{溺体の潤としての誘引効果を伊豆沼と

化女rt5で検証した。対照群として空の穏と聞のブルーギルを収

容した篭を湖岸に設霞し，捕獲個体数を比較した。本稜の生息

密度が低い伊豆j沼では，間を収容した篭で高い捕獲偲体数を示

した。 2ヶ月間の駆除活動に潤を用いた結巣，給、捕獲数が1.86

倍に高まり，この手法の有用性が確かめられた。一方，本種が

高密度に生息する化女浴では誘引効果が縫認されず，誘引効果

が生じる条件に生息密度が関与する可能性が示唆された。

臼水誌， 76(5)，913-919 (2010) 

三重県加茂川におけるウグイの降海時期と降海時の体長

石崎大介，淀太我，吉縄基(三重大院生資)

三重県加茂川において，ウグイの降海時期を産卵場である淡

水域と下流の汽水域での出現状況の周年変動を定期的に比較す

ることにより把援した。繁殖時に数日のみ出現する産卵親魚以

外に採捕された個体は当歳魚、と 1歳魚のみであり，河者は共

に春から夏に汽水域に出現し，同特期に淡水域での 1分あた

りの採捕個体数が減少した。このことから，本河川のウグイは

主に当歳と 1殺の春から愛に降海すると考えられた。また，

汽水域に出現し，耳石微量:元素分析により降海底後と判断され

た個体の体長から，降海時の体長は 12~106mm と考えられ

た。 お水誌， 76 (5)， 920-925 (2010) 
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