
近年，日本産のドンコOdontobutis obscuraは，
アロザイム分析による遺伝的差異から，西

九州，西瀬戸，東瀬戸，山陰・琵琶・伊勢，匹
見の 5地理グループに分けられた (Sakai et al.,

1998)．さらに，それらのうちの匹見グループは，
同一水系に生息する西瀬戸グループとの間に生殖
的隔離があること（酒井ほか，1999），および形態
的差異があることから，イシドンコOdontobutis

hikimiusとして新種記載された (Iwata and Sakai,

2002)．イシドンコは島根県高津川水系とその周辺
に局所的に分布し，乱獲や環境悪化によって減少
するおそれがあるため，島根県では準絶滅危惧種
に指定されている（佐藤，2004）．しかし，イシド
ンコの繁殖や幼期に関する知見はほとんどなく，

本種保全の上からもそれらに関する情報の収集は
急務である．また，ドンコ属の個体発生は，種分
化について論じる際にも有効な情報となっている
（岩田，1987;  岩田ほか，1988;  Iwata et al., 1988）．
そこで今回，飼育下において得られた卵および
仔稚魚を用い，イシドンコの個体発生を記載する
とともに，これまでに報告されている他のドンコ
属との比較を行なった．

材 料 と 方 法

親魚の飼育 繁殖した親魚は，2002年10月28

日，島根県立宍道湖自然館より須磨海浜水族園に
寄贈された島根県高津川水系匹見川産（2002年4

月 1 8・ 1 9日に捕獲）の 1ペア（全長　雄：
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Abstract Embryonic, larval and juvenile morphologies of the freshwater goby
Odontobutis hikimius, reared in an aquarium, were observed and described. The
egg mass (ca. 200 eggs), spawned on the glass wall of the tank, were cared for by
the male. The eggs were ellipsoid in shape, 3.74–3.80 mm (long axis) by 2.20–2.35
mm (short axis), and attached to the glass wall with adhesive threads. Larvae
hatched out 14–16 days after spawning. Just-hatched larvae were 6.04–6.11 mm in
body length (BL), with 18�12�30 myomeres, completed notochord flexion, and
all fins represented. However fin ray numbers were not completed. Melanophores
were present on the head, cheek, trunk below the first and second dorsal fins, and
caudal peduncle. Eleven days after hatching, juveniles of ca. 8.45–8.75 mm BL
had full fin ray complements. They grew to ca. 11–12 mm BL after one month
from hatching, ca. 50–60 mm BL after 6 months and ca. 70–115 mm BL after one
year. The cephalic sensory papillae developed in 11-day-old juveniles at ca.
8.6 mm BL. Opercular papillae group 17 was clearly connected with group 19 over
ca. 11 mm BL, such being an important character for distinguishing adults of this
species from similarly-sized O. obscura. Sensory canal c was apparent in speci-
mens over ca. 70 mm BL.
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18.8 cm，雌：16.5 cm）である．親魚は，157リッ
トルガラス水槽 (900�450�450 mm)で飼育した．
個体間の闘争防止のため，中央を透明樹脂製パン
チングボード（厚さ0.5 mm，穴径1 mm）で仕切
り，両方の区画に1尾ずつ単独飼育し，状況に応
じて仕切りをずらして行き来できる隙間を空けた．
両区画には，それぞれ約150 mm角の平たい石2個
を立てかけてトンネル状にしたシェルターを設置
した．底砂には粒径2–4 mmの大磯砂を用い，エ
アリフト式底面ろ過を行った．水温は自然変動に
まかせた（冬季―夏季：14–26°C）．照明は天窓か
ら入る間接自然光に加え，40W蛍光灯2灯を毎月
の日照時間に合わせて点灯した．餌料は冷凍赤虫
（約3–5 g）を毎日1回，オキアミ・アサリ・キビ
ナゴの混合ミンチ（約5 g）を週3回与えた．
卵および仔稚魚の飼育と観察 2003年5月31日

（水温24.5°C），水槽奥側のガラス面に約200粒の
卵が産み付けられており，雄は卵の直前の底面に
静止していた．雌はすでに卵とは別の区画に入っ
ていたため，静かに仕切りの隙間を閉めた．これ
までの本種の産卵例では，水族館の観覧用水槽内
で，親魚の保護放棄または食卵によって卵が消失
している（島根県立宍道湖自然館，未発表資料）．
また，ドンコでは観察のために産卵巣を動かした
ことにより親魚が食卵した例がある（道津・塚原，
1964）．したがって，今回の産卵後，卵保護は親
魚に任せ，かつ，人の接近によって親魚を刺激し
ないように，給餌時以外はなるべく水槽に近づか
ないようにした．そのため，卵を回収・観察でき
たのは，給餌によって親魚が十分卵から離れた6

月8日およびふ化が始まった6月14日の2回のみで
あった．卵は駒込ピペットで数個を吸い込んで回
収し，5%ホルマリン液で固定・保存し，観察に
供した．
ふ化は6月14日に始まり，15日をピークに16日
にはすべてがふ化した．ふ化後は順次，仔魚を駒
込ピペットまたはガーゼ状のタモ網で回収し，弱
めにエアレーションを施した7リットルアクリル製
水槽2箇所に分散して飼育した．回収した仔魚の
総数は167個体であった．ふ化後41日目以降は，
粒径 0.9 mmの川砂を敷いた底面ろ過装置つき 55

リットルガラス製水槽2箇所で飼育した．仔稚魚
にはふ化後4日目からアルテミアノープリウスを，
ふ化後11日目から冷凍赤虫を，ごく少量与えて摂
餌の有無を観察し，それぞれの摂餌が確認された
ふ化後8日目および28日目以後，1日1回，飽食
するまで給餌した．仔稚魚の標本はふ化後6日目

までは2日毎に，ふ化後48日目までは4–8日毎に，
以後176日目までは16–40日の間隔で，合計63個
体をタモ網で採取し，10%ホルマリン液で固定し
た．飼育期間の水温は15.5–26.2°Cであった．固定
した標本は描画装置つき実体顕微鏡で観察し，一
部はスケッチを行った．スケッチに用いた標本は
兵庫県立人と自然の博物館へ登録・保管した
(MNHA-A1-104101–104109)．全長，体長，吻端
肛門間長，頭長，吻長，眼径，上顎長の計測に
は，体長20 mmまでは接眼マイクロメーターを，
それ以上はノギスを用いた．頭部感覚器官や鰭条
の観察には，必要に応じて明仁ら (2000)に従いサ
イアニン5Rにて染色を施した．なお，ふ化後6ヶ
月以降の飼育個体は，FA100にて麻酔を行い，生
体を観察した．仔稚魚の発達段階ごとのステージ
の名称は岩田ほか (1988)に，頭部感覚管および孔
器列の名称は Iwata and Sakai (2002)に従った．

結　　　　　果

卵内発生 受精卵は楕円形で，付着糸によりガ
ラス面に付着していた．卵黄は濃黄色であった．
産卵後 8日目の卵 (Fig. 1A)は長径 3.74–3.80 mm，
短径2.20–2.35 mm (n�3)で，すでに胚体が形成さ
れ各器官の分化が進んでいた．眼は黒化し，筋節
は24個数えられ，胸鰭および腹鰭原基が形成され，
開口していた．脊索末端は上屈前であった．この
発達段階は岩田ほか (1988)のステージAのふ化仔
魚（腹鰭原基が現われ，脊索末端が上屈する）の
直前である．産卵後14日目，ふ化直前の卵 (Fig.
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Fig. 1. Development of eggs of Odontobutis hikim-
ius. A, 8 days after fertilization, MNHA-A1-104101;
B, 14 days after fertilization, MNHA-A1-104102. Bars
1.0 mm.



1B) は長径 3.50–3.90 mm，短径 2.27–2.42 mm

(n�4)であった．脊索末端の上屈は完了し，各鰭
には鰭条が形成され，筋節は28個数えられた．黒
色素胞は頭部，第1，第2背鰭下方の体幹部，尾
柄部，尾鰭にまばらに存在した．
仔稚魚の形態発育 ふ化仔魚 (Fig. 2A)は体長

6.04–6.11 mm (n�3)，筋節は 18�12�30が数えら
れた．顎は発達するが，卵黄はまだ多くが残って
いる．第2背鰭は1棘9軟条，臀鰭は1棘7軟条で
定数に達していたが，第1背鰭は5棘，胸鰭12–13

条で定数に達していなかった．腹鰭は卵黄の下面
側方に位置し，未発達ながら鰭条が現われ始めて
いた．脊索末端は上屈が完了し，尾鰭は丸く，鰭
条はほぼ完成していた．黒色素胞は頭頂部，後頭
部，吻部，眼の後方および下方，卵黄背側，下顎
に存在し，また，第1，第2背鰭下方の体幹部と
尾柄部の3箇所の背側には特に黒色素胞が密に分
布し，横帯状の斑紋を形成した．この段階は岩田
ほか (1988)のステージE（腹鰭が成魚とほぼ同じ

位置に到達）に相当する．
ふ化後 4日目の仔魚 (Fig. 2B)は体長 6.10–6.80

mm (n�4)で，卵黄が少し残る．腹鰭（1棘 5軟
条）は定数となる．黒色素胞が吻部，上顎，眼の
後から鰓蓋に広がり，第1背鰭と尾鰭膜上にも密
に分布する．第1，第2背鰭下方の体幹部と尾柄
部の3つの横帯は密度を増し，接近した．この段
階は岩田ほか (1988)のステージF（卵黄が急激に
吸収される）に相当する．
ふ化後 11日目の稚魚 (Fig. 2C)は体長 8.47–8.75

mm (n�4)で，卵黄はほぼ吸収され，アルテミアが
消化管内に見られる．第1背鰭は7棘，胸鰭は16

軟条で定数に達し，すべての鰭が完成する．黒色
素胞は密度を増し，第1背鰭下方から尾柄部まで
の3つの横帯状の斑紋が体側の中央部で繋がるよ
うに広がった．また，下顎にもそれらが数を増し
てきた．この段階は，鼻孔が分離しつつあり，岩
田ほか (1988)のステージH（鼻孔が長円形になる）
を少し過ぎた段階である．
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Fig. 2. Development of reared Odontobutis hikimius larvae and juveniles. A, Just-hatched larva,
MNHA-A1-104103, 6.11 mm body length (BL); B, 4 days after hatching, MNHA-A1-104104, 6.80
mm BL; C, 11 days after hatching, MNHA-A1-104105, 8.47 mm BL; D, 17 days after hatching,
MNHA -A1-104106, 9.45 mm BL. 1: side view, 2: ventral view.



ふ化後 17日目の稚魚 (Fig. 2D)は体長 9.45–9.55

mm (n�4)で，体の後半に櫛鱗が形成され始める．
黒色素胞は眼下部，眼後部から鰓蓋部，体側から
尾柄部，下顎では密度を増し，峡部と腹鰭基底に
も認められた．この段階は岩田ほか (1988)のス
テージ I（鼻孔が分離し，体の後半に鱗が現われ
る）に相当する．体長10 mmを超えると，黒色素
胞はさらに広がり，全体的に黒っぽくなったが，
第1，第2背鰭下方の体幹部と尾柄部の3つの横帯
は特に濃く，成魚に見られるような斑紋を呈する
ようになった．なお，黄色素胞についてはホルマ
リン固定により消失していたため，観察していな
い．軟条の分枝は尾鰭では体長約20 mmから，第
2背鰭，臀鰭，胸鰭，腹鰭では約30 mmから見ら
れた．
ふ化後の体長増加を Fig. 3に示す．ふ化後約

1ヶ月で体長11–12 mm，約2ヶ月で14–23 mm，約
4ヶ月で 21–40 mm，約 6ヶ月で 30–61 mmとなっ
た．また，約1年飼育後で体長70–115 mmに成長
した．体各部の体長に対する比率の変化 (Fig. 4)

は，吻端肛門間長では体長約14 mmまで減少し，
以後ほぼ横ばいであった．また，体長8 mm付近ま
でに，頭長，吻長，上顎長は急増し，眼径は急減
した．以後，頭長はほぼ横ばい，眼径は徐々に減
少していった．吻長および上顎長は体長8–30 mm

ではほぼ横ばいで，体長30 mm以後おだやかに増
加した．
頭部の孔器はふ化後4日目，体長6.8 mmでみと
められたが，その数は少なく，配列はまだ不完全
であった (Fig. 5A)．ふ化後 11日目，体長 8.6 mm

では成魚に近い位置に現われ (Fig. 5B)，成魚とほ

ぼ同様な配列となったのはふ化後28日目，体長約
11 mm（ステージ I以上）であった (Fig. 5C)．眼の
後部の感覚管 cについては，体長 20–50 mm台
(n�17)の個体ではまだ形成されていないが，その
内の体長40 mm台 (n�4)では孔器列の両側の肉が
やや隆起し始め (Fig. 5D)，体長 50 mm台の個体
(n�2)では隆起した両側の肉が接近し始めていた．
体長約60 mmの個体 (n�1)では，左側のみ肉が癒
合して感覚管が形成されており (Fig. 5E)，70 mm
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Fig. 3. Growth of Odontobutis hikimius during 6
months after hatching.

Fig. 4. Relative growth of body parts, shown as per-
centages of BL, of Odontobutis hikimius.



以上 (n�8)の個体では感覚管 cを完全に備えてい
た．
仔稚魚の行動 イシドンコの仔稚魚が遊泳，摂
餌の際に底面から離れることは，ほとんどなかっ
た．ふ化後約50日より，体長約20 mmの稚魚が給
餌の際に中層へ浮かび上がる行動が観察されたが，
ごく一部の個体のみで，それらも摂餌するとすぐ
に底面に戻った．以後，稚魚が摂餌の際一時的に
底面を離れることがあったが，中層に静止する行
動は見られなかった．一方，潜砂行動は1年以上
経過した体長100 mm近くの個体で初めて観察さ
れ，腹部がわずかに隠れる程度に潜砂していた．

考　　　　　察

イシドンコの卵の長径は3.50–3.90 mmで，ドン
コ Odontobutis obscura（分布：日本の南西部）
［4.4–5.0 mm（道津・塚原，1964），3.11–4.77 mm

（岩田ほか，1988）］よりは短く，コウライドンコ
Odontbutis platycephala（分布：韓国の東岸北部を
除く全土）［3.4–4.5 mm (Choi and Jin, 1977)，3.56

mm (Iwata et al., 1988)］とほぼ等しく，セマダラド
ンコOdontbutis interrupta（分布：韓国の西岸の一
部）［2.54–3.66 mm（岩田ほか，1987）］より長い．
短径はイシドンコ (2.20–2.42 mm)がドンコ［1.7–

2.0 mm（道津・塚原，1964），1.60–2.29 mm（岩
田ほか，1988）］とやや重なるものの長く，コウラ
イドンコ [2.0 mm (Choi and Jin, 1977)， 1.86 mm

(Iwata et al., 1988)]とセマダラドンコ［1.67–1.82

mm（岩田ほか, 1987）］よりも明らかに長かった．
なお，日本産2種の卵の識別は，ドンコよりもイ
シドンコの卵の方が太く短い点で可能と思われる
が，ドンコでは卵径の範囲が広い（岩田ほか，
1988）ので，イシドンコでもさらに多くの卵群に
ついて観察し，比較する必要がある．
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Fig. 5. Development of sensory papillae rows and sensory canal of Odontobutis hikimius. A, 4 days
after hatching, MNHA-A1-104104, 6.80 mm BL; B, 11 days after hatching, MNHA-A1-104105, 8.47
mm BL; C, 28 days after hatching, MNHA-A1-104107, 11.4 mm BL; D, 132 days after hatching,
MNHA-A1-104108, 40.4 mm BL; E, 176 days after hatching, MNHA-A1-104109, 61.2 mm BL;
“17”, “19” and “c” indicate name of sensory papillae rows and canal, respectively. Bars 1.0 mm.



ドンコ（岩田ほか，1988），セマダラドンコ（岩
田ほか，1987）およびコウライドンコ (Iwata et al.,

1988)のふ化は，いずれも，岩田ほか (1988)のス
テージAからFで起こるが，そのピークはいずれも
ステージ Dから Eである．また，道津・塚原
(1964)のドンコとChoi and Jin (1977)のコウライド
ンコでは，ステージE付近でふ化している．本研
究のイシドンコのふ化も，ステージE (Fig. 2A)で
あることから，ふ化（あるいは，そのピーク）は
これら4種のドンコ属に共通し，ステージE付近に
あると考えられる．
イシドンコのふ化日数は 24.5°Cで 14–16日で

あった．これは 24°Cで 14日のドンコ (Mashiko,

1976)とほぼ同様である．一方，20�0.5°Cにおけ
る受精からふ化のピーク（ステージE）に達する日
数は，ドンコとセマダラドンコで等しく 19日で
（岩田ほか，1987, 1988），コウライドンコでは遅
かった（24日）(Iwata et al., 1988)．これらから，
イシドンコのふ化（ステージE）までの成長速度
は，同水温ならドンコとセマダラドンコとほぼ同
様で，コウライドンコより早いと考えられる．ス
テージEでの体長（または全長）は，イシドンコ
で体長6.04–6.11 mm，全長7.20–7.70 mmである．
これは，ドンコ［体長 6.4–6.8 mm（益子・山岸,

1976），7.58 mm（岩田ほか, 1988）， 全長 7.4–7.9

mm（道津・塚原, 1964）］，セマダラドンコ[体長
6.43 mm（岩田ほか, 1987）]およびコウライドンコ
［体長4.5 mm (Choi and Jin, 1977)，7.50 mm (Iwata

et al., 1987)］に比較し，小さい場合が多い．しか
し，ドンコやコウライドンコでは体長範囲が広い
ため，種間の傾向は見出せなかった．
ふ化（ステージE）後，ステージ Iに達するまで
の日数とその時点での体長を比較した．イシドン
コでは15日と9.45–9.55 mmであった．これは，ド
ンコ（29日，13.93 mm）（岩田ほか，1988），セマ
ダラドンコ（48日，15.00 mm）（岩田ほか, 1987）
およびコウライドンコ（48日，14.66 mm）(Iwata

et al., 1987)のいずれより短く，かつ小さい．この
イシドンコと他種間の日数差は，本研究での飼育
水温が既報の3種より高かったためと考えられる．
しかし，イシドンコの小さな体長が本種の特徴な
のか，あるいは飼育条件の違いを反映しているの
かは不明である．ステージと体長の関係について
は，今後，飼育条件を同等にし，さらに多くの例
を比較する必要がある．なお，イシドンコの長期
的な体長の増加については，ドンコ（1ヶ月：
11–14 mm，6ヶ月： 40–60 mm，1年： 70–100

mm）（益子・山岸，1976）とほぼ同様であった．
黒色素胞の出現部位には，ドンコ，セマダラド
ンコおよびコウライドンコ，3種間で差がある（岩
田ほか, 1988）．今回得られたふ化仔魚はステージ
Eであったので，それ以前の段階の比較はできな
かった．しかし，それ以後のステージにおいては，
イシドンコはコウライドンコやセマダラドンコより
ドンコに類似していた．すなわち，イシドンコの
ふ化時（ステージE）の黒色素胞の出現位置は，
上顎と肛門上方を除き，ドンコとほぼ同じであっ
た．また，ドンコにはなく，セマダラドンコとコ
ウライドンコにある尾柄上下部の黒色素胞や，セ
マダラドンコに出現する第2背鰭基底の中央と肛
門付近の黒色素胞は，イシドンコにはなかった．
また，ふ化時（ステージE）のイシドンコに3横帯
状斑紋（第1，第2背鰭下方および尾柄部）があ
る点は，ドンコ（岩田ほか，1988），セマダラドン
コ (Iwata et al., 1988)およびコウライドンコ（岩田
ほか，1987）に共通する．しかし，これらの3斑
紋間にある黒色素胞は，イシドンコで最も早く現
われ，ステージFでは高密度になり，以後横帯同
士が繋がるように広がるのに対し，ドンコではス
テージHで現われたのち，イシドンコ同様に広が
る（道津・塚原，1964;  岩田ほか，1988）．一方，
セマダラドンコ（岩田ほか，1987）とコウライド
ンコ (Iwata et al.，1988)では遅く，ステージH以
降にまばらに現われ，ステージIで横帯同士が繋が
るように広がる．
頭部孔器列の出現はドンコでは体長6.9 mm（ス
テージD），コウライドンコでは体長6.7 mm（ス
テージD）である（岩田ほか，1988）．イシドンコ
でもほぼ同じ体長 (6.8 mm)であったが，ステージ
はより遅いFであった．また，頭部孔器列がほぼ
成魚と同様の配列様式になるのは，ドンコでは体
長13.9 mm（ステージI），セマダラドンコでは体長
13.9–15.3 mm（ステージH–I），コウライドンコで
は体長34 mm（ステージ I以上）である（岩田ほ
か，1988）．イシドンコでは体長11 mm以上（ス
テージI以上）で，体長で比較するとドンコとセマ
ダラドンコよりやや早く，またコウライドンコよ
りかなり早く形成されていた．しかし，ステージ
で比較するとドンコとセマダラドンコより遅く，
コウライドンコと同様であった．イシドンコとド
ンコの成魚の識別形質である鰓蓋の孔器列17と19

の連続性 (Iwata and Sakai, 2002)については，イシ
ドンコでは体長6.8 mmから連続して見える (Fig.

5A)．しかし，同サイズのドンコ（岩田ほか，1988）
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と比較した場合，両種共に孔器の数がまだ少なく，
孔器列19の孔器同士の距離と17–19間の距離がほ
ぼ等しいので，それらの連続性の違いを識別する
ことは難しいと思われる．一方，体長10.0 mmの
ドンコでは孔器列19の孔器同士が接近し，孔器列
17との間の距離がそれら以上に開く（岩田ほか,

1988）のに対し，体長約11 mmのイシドンコでは
各孔器列内および孔器列間の距離がほぼ同等であ
る (Fig. 5C)．したがって，この形質による両種の
識別は体長約10–11 mm以上で可能になると考え
られる．
感覚管cが形成されている個体が現われるのは，
コウライドンコでは体長20 mm台，セマダラドン
コでは体長 30 mm台である（岩田ほか，1988）．
しかし，イシドンコではそれらより遅く体長 60

mm台であった．また，感覚管cをすべての個体が
備えるようになるのは，コウライドンコで体長50

mm台，セマダラドンコでは体長70 mm台で，ド
ンコは終生もたない（岩田ほか，1988）．イシドン
コではセマダラドンコと同様に体長70 mm台以上
であった．
河川中下流域の流れのゆるやかな水域に生息す
るドンコやセマダラドンコは，ステージG（摂餌開
始期）になると水底を離れて活発に遊泳し，水中
に静止するのに対して，上流域の流れの速い水域
にすむコウライドンコは水底を這うように移動す
ることから，生息環境と浮遊行動の関連が指摘さ
れている（岩田，1987）．今回，イシドンコの稚魚
では中層で遊泳・静止する行動がほとんど見られ
なかった．このことは，コウライドンコと同様，
イシドンコは流れの早い上流にすむ（佐藤，2004）
ため，仔稚魚期にも浮遊行動が少なかったと考え
られる．また，深い潜砂行動は，イシドンコでは
稚魚から成魚に至るまで見られなかったが，ドン
コではよく潜砂する（桜井・渡辺，1998）．この
行動の違いも，イシドンコが礫石の多い環境に住
む（佐藤，2004）ためと考えられる．
ドンコ属3種（コウライドンコ，セマダラドン
コ，ドンコ）の個体発生の比較によると（岩田，
1987;  岩田ほか，1988），卵の形状や大きさには種
間差がないが，各ステージまでの発育速度，成長
速度，孔器の形成される体長，遊泳行動，成熟サ
イズにおいては，ドンコとセマダラドンコが類似
すること，また，黒色素胞の出現状況や感覚管 c

の形成が3種間で異なることから，コウライドン
コ，セマダラドンコ，ドンコの順に種分化が進ん
だと推測されている．これらと今回観察したイシ

ドンコの形質を比較すると，ふ化（ステージE）
までの発育速度と孔器の形成される体長は，コウ
ライドンコよりドンコとセマダラドンコに近かっ
た．また，ふ化時およびそれ以後の黒色素胞の出
現ではドンコに類似し，感覚管 cの形成はコウラ
イドンコとセマダラドンコより遅かった．したがっ
て，イシドンコはコウライドンコとセマダラドン
コより分化が進んでいるが，ドンコより古い形質
をとどめていることが示唆される．一方，ドンコ
属のアロザイム分析の結果によると，大陸産のコ
ウライドンコとセマダラドンコおよび日本産のド
ンコは，遺伝的に独立している (Sakai et al., 

1993; Sakai et al., 1998)．さらに，日本産ドンコ属
の中で，イシドンコは他の4地理グループのドンコ
より古い時代に現れ，孤立していたと考えられて
いる (Sakai et al., 1998)．これらの仮説は，今回の
個体発生から推測したドンコ類の類縁関係とよく
一致する．なお，イシドンコの遊泳行動がドンコ
やセマダラドンコよりコウライドンコと類似するこ
とは上記の類縁関係とは矛盾しているが，行動に
ついては系統よりも，その生息環境への適応によ
るところが大きかったものと考えられる．今後，
さらに流速や底質などの環境と，遊泳や潜砂行動
などの関係を調べる必要がある．
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