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Abstract   The factors affecting the shape and volume of ripe eggs of the bitterling, 
Acheilognathus macropterus, an exotic introduction to Lake Kasumigaura, Japan, were 
investigated throughout the spawning periods in 2009 and 2010. The shape and long axis 
to short axis ratio (L/S) were stable, regardless of female parent size, whereas the volume 
depended upon the latter. Shape and L/S may reflect phylogenic traits, whereas egg volume 
may vary according to parental condition so as to maximize the number and survivability 
of offspring at the individual level.
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コイ科タナゴ亜科は，生きたイシガイ目二枚
貝の鰓内に産卵する特徴的な産卵生態を示

す純淡水魚である（Smith et al., 2004）．タナゴ亜
科の卵形は，鶏卵形，紡錘形，米粒形，長卵形な
ど，種間・亜種間において大きな違いがみられる
（鈴木，2004）．二枚貝の鰓中で卵は異物であり，
二枚貝に検知されれば吐き出されてしまうため，
卵形の著しい形態変化は，排出されにくく，ある
いは検知されにくくするための適応進化の結果と
考えられる（Kitamura et al., 2012）．
ミトコンドリア DNAに基づく系統解析におい

てタナゴ亜科は，タナゴ属 Acheilognathusのグ
ループとアブラボテ属 Tanakiaおよびバラタナゴ
属 Rhodeusを含むグループに 2分され，タナゴ属
の単系統性は核型，発生様式からも裏付けられて
いる（河村，2011）．一方，卵形については，ア
ブラボテ属が鶏卵形から紡錘形，バラタナゴ属が
洋梨形と，系統と卵形の間に一定の関係性がみら
れるが，タナゴ属では鶏卵形，楕円形，長楕円形

と変化に富んでいる（河村，2011）．我が国に生
息するタナゴ属タビラ Acheilognathus tabiraは近
年 5亜種に細分され（Arai et al., 2007），これらの
卵形の進化は，利用する二枚貝の種に応じて起き
たことが示唆されている（Kitamura et al., 2012）．
このようにタナゴ亜科の卵形はある程度系統を反
映しているが，タナゴ属に見られる多様な卵形に
ついては進化の道筋が明らかとなっていない．
一方魚類の卵容積は，種あるいは個体群に特異

的であり，次世代につなぐ子孫の数をより多く残
すために適応進化した結果として説明されている
（後藤・井口，2001）．魚類における卵容積の変動
要因として，一般的に低温時には長い発生時間に
よる胚の消耗を補うため大きな卵が少産され，高
温になると短い発生時間の小さな卵が多産されて
生存個体数を増やすとされている（井口，2001）．
タナゴ亜科については，バラタナゴ属ニッポンバ
ラタナゴ Rhodeus ocellatus kurumeusにおいて，卵
容積は体長と正の相関を示す（Kitamura, 2005）．

オオタナゴ Acheilognathus macropterus の
搾出完熟卵の卵形，容積について
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また，スイゲンゼニタナゴ R. atremius suigensisと
ガゼトゲタナゴ R. a. atremiusでも卵容積は体長と
正の相関を示し，水温と酸素要求量とに関係して
個体の生存率に大きく影響することが指摘されて
いる（Kitamura et al., 2009）．
オオタナゴ A. macropterusはタナゴ亜科タナゴ

属の純淡水魚で，2000年に霞ヶ浦で侵入が確認
された国外外来種である（萩原，2002）．本種の
卵形は朝鮮半島の大同江平壌付近（北方系）にお
いて長く（内田，1939），洛東江水系密陽江（南
方系）において球に近い（内田，1939；Suzuki 
and Jeon, 1989）というように，集団間で違いが認
められるものの，卵容積と体長に係わるデータは
断片的である．また，産卵母貝は，洛東江水系の
場合主としてタガイ Anodonta japonica，まれにイ
シ ガ イ Unio douglasiaeと さ れ て い る（ 内 田，
1939）．本種のタナゴ属内における系統関係を明
らかにするうえで，生息集団間における卵形の違
いや，卵の容積と親魚サイズとの関係性の有無を
調べることはその基礎となるものである．また卵
の偏長の程度が，タナゴ属タビラの亜種分類の重
要な形質になっている（Arai et al., 2007；Kitamura 
et al., 2012）ため，卵の長径と短径の比率は生息
集団間の比較に欠かせない情報である． 
本研究は，霞ヶ浦で採集されたオオタナゴの搾

出完熟卵について，産卵時期を通して長径と短径
を計測し，卵形から見たタナゴ属内での位置づ
け，卵形と卵容積変動の要因を考察した．

材 料 と 方 法

調査位置　調査は霞ヶ浦（湖面積約 220 m2，平
均水深 4 m）の江戸崎入り湾入部の新古渡橋付近
（北緯 35˚58'14.43″，東経 140˚21'12.15″）に漁業用
に設置された小型定置網（萩原，2011）において，
2009年 5月 2日から 7月 12日，2010年 5月 8日
から 7月 18日まで不定期に行われた．定置網の
魚類を誘導する時間は約 24時間である． 
計測方法　採集した試料から，産卵管が約 50 

mm以上の抱卵した雌を選別し，標準体長を 0.1 
mm単位で，体重を 0.01 g単位で計測した．腹部
を押して搾出した完熟卵については，2009年に
は 10%フォルマリン（Arai et al., 2007; Kitamura, 
2005; Kitamura, 2012）で固定後，定規目盛りとと
もに実体顕微鏡下でデジタルカメラを用いて撮影
した．そして，撮影画像内の定規を基準に，デジ
タイザーソフト（ruler ver. 0.02, 2005）により卵の
長径（L）と短径（S）を 0.01 mm単位で計測し
た．卵容積（V: mm3）は V = 4π(0.5L) (0.5S)2 /3に
より算定した（Coleman, 1991）．1個体の雌から
得られた完熟卵を約 20個以上計測し，これらの
卵容積の平均をその個体の代表値とした．2009
年のフォルマリン固定試料には，一部の卵黄に縮
小による皺が見られるが，卵膜で被われた外形は
未固定試料と相違はなかった．卵容積をフォルマ
リン固定試料と比較するため，2010年には搾出
卵を生のまま直ちに実験室にもち込み，同様の計
測を行った．卵容積には，2009年（2.46± 0.35, n 
= 45）と 2010年（2.29± 0.40, n = 32）との間に有
意な差は認められなかった（U-検定，U = 323, P 
= 0.08）．このため，2009年と 2010年のサンプル

Fig. 1.　Two types of egg shape in Acheilognathus macropterus. (a) Bulb-shaped eggs stripped from a 
female of standard body length (SL) 81.82 mm on 29 May 2010. (b) ellipsoid eggs stripped from a female 
of 68.54 mm SL on 20 June 2010. Scale interval is 1 mm.
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はまとめて解析した．また，2009年において，
卵表面の水分をキムワイプで吸着した後，搾取卵
重量を計測した．そして卵重量を卵容積で割っ
て，卵密度を算定した．
水温データ　卵容積と水温との関係を検討する

ため，調査地点から約 4 km離れた美浦村に位置
する霞ヶ浦沿岸表層水温データ（国立環境研究
所，2012）を参照した．このデータは 2009年 5
月 12日 ‒6月 25日が欠測していたため，その期
間の水温を気象庁気象統計情報茨城県土浦地点
（気象庁，2012）の日平均気温データと霞ヶ浦沿
岸表層水温データの関係（r2 = 0.795, n = 49）から
推定した． 

結 果

オオタナゴの卵形は鶏卵形で，動物極に卵膜腔
とくぼみが認められた．鶏卵形には動物極側に偏
長して長軸方向に対称軸を 1つしかもたない電球
状のもの（Fig.1 A）と，両極方向の偏長がほぼ同
じで米粒状のもの（Fig.1 B）が見られた．同一親
魚から得られた未固定の卵形には，わずかな違い
が認められたもののほとんど同形であった．一方
親魚間では上記のように卵形は鶏卵形を基本とす
るものの，電球状，米粒状と若干の違いが見られ
た．今回計測した卵（1,506個）のほとんどが電
球状の卵形であり（95.7%），米粒状はわずかで
あった．米粒状の卵の出現率は，親魚サイズが小
さくなるほど高くなる傾向があった（Fig.2）．長
径・短径比率（L/S）は平均 1.81（1.50‒2.01，n = 

77）で，親魚の標準体長に依存せず，ほぼ一定で
あった（Fig. 3）．個々の親魚から得られた L/Sの
変動係数（100×標準偏差 /平均）は 2.5‒5.8％と
小さく，平均値は 4.0 %であった．

2009年と 2010年の卵容積と親魚サイズはそれ
ぞれ 2.46± 0.35 mm3（1.72‒3.21, n = 45）と 78.6±
13.0 mm（56.5‒104.7, n = 45）， お よび 2.29± 0.40 
mm3（1.61‒2.96, n = 32）と 76.7± 13.8 mm（57.4‒105.1, 
n = 32）であった．親魚サイズと卵容積ともに大き
な季節変化はみられなかった（Fig. 4）．

2009年と 2010年の個体をまとめて解析した結
果，親魚の標準体長 77.7 mm± 13.0（56.5‒105.1 

Fig. 2.　Ellipsoid egg content for each standard body 
length class of Acheilognathus macropterus females. 
Numbers above error bars (+standard deviation) indicate 
sample sizes. 

Fig. 3.　Relationship between ratio of long axis to short axis of eggs (L/S) and standard body length of 
Acheilognathus macropterus females. Vertical bars indicate standard deviation. Sample size is 77.
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mm, n = 77）と卵容積 2.39± 0.39 mm3 （1.61‒3.21 
mm3, n = 77）の間には，有意な正の相関があった
（回帰分析，F1,77 = 76.5, P<0.001 ; Fig. 5）．個々の
親魚から得られた卵容積の変動係数は 2.8‒13.0％
と小さく，平均値は 5.8 %であった．卵の密度は
平均 1.28± 0.05g･cm-3（1.24‒1.36 g･cm-3, n = 6）で，
ばらつきは小さかった．

考 察

オオタナゴの卵形は概ね鶏卵形であった．タナ
ゴ属内で単系統性が示されているオオタナゴを含
むカネヒラクレード（河村，2011）において，卵
形はカネヒラ A. rhombeus， イタセンパラ A. 
longipinnis，ゼニタナゴ A. typus，およびトンキン
トゲタナゴ A. tonkinensisのいずれも鶏卵形（鈴
木，2004；河村，2011）である．オオタナゴの卵
形が鶏卵形であったことは，カネヒラクレードの
単系統性を反映しているのかもしれない．
オオタナゴでは，同一親魚から得られた卵形の

ほとんどは動物極側に偏長した電球状であり，米
粒状のものはわずかであった．米粒状の卵の割合
は親魚が小型になるほど高くなる傾向がみられ
た．バラタナゴの産卵時期は， 1+年級群の小型
親魚で 2+，3+年級群に比べ遅れる傾向にある
（長田，1985a）．これは，体サイズの小さな親魚
は産卵に要する栄養が産卵初期に間に合わず，春
の昇温期に栄養を摂取して卵生産を行い，繁殖期
の後期に産卵するためであると思われる．オオタ
ナゴで見られた親魚の体サイズと卵形との関係
は，親魚の栄養状態や卵巣の成熟履歴に影響を受
けた結果かもしれない． 
長径・短径比率（L/S）は親魚の体サイズに依

存せず，それぞれの親魚から得られた変動係数は
4.0%以内で，親魚ごとに固有の値を示した．
霞ヶ浦ではオオタナゴは湾入部など湖流の影響を

Fig. 4.　Seasonal changes in (a) mean standard body length of Acheilognathus macropterus females, and (b) mean egg 
volume (●) and water temperature (○), in 2009 and 2010. Vertical bars indicate standard deviation. Numbers above data 
points indicate sample sizes.

Fig. 5.　Relationship between log10 egg volume and log10 

standard body length of Acheilognathus macropterus 
females. 
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受けにくい止水域に生息している．またオオタナ
ゴは完熟卵をもつと 80 mm以上にもなる産卵管
を伸ばし（萩原，2011），産卵母貝にはおもに淡
水二枚貝でも大型の真珠養殖用のヒレイケチョウ
ガイ Hyriopsis cumingiを利用している（萩原，未
発表）．日本のタビラ 5亜種では，流水域に比べ
て止水域，そして小型のイシガイよりも大型のド
ブガイを利用する亜種において，産卵管が長くな
り， ま た L/Sは 大 き く な る（Kitamura et al., 
2012）．本種の卵形は，大型のヒレイケチョウガ
イを利用しているにもかかわらず，タビラ 5亜種
が示すような長い形ではなかった．タナゴ亜科の
卵形の変化をもたらす要因としては，産卵管の長
さ（鈴木，2009）と産卵に要する時間（Kitamura 
et al., 2012）などが挙げられている．したがって
カネヒラクレードにおける産卵利用貝の種類，産
卵管長，生息水域の水の流動性など産卵生態に関
するデータを蓄積し，卵形の類似性が系統を反映
するか否かを確認する必要があろう．
一般に魚類の卵容積には，体長と正の相関が

（Kitamura, 2005；Kitamura et al., 2009），温度とは
負の相関がある（井口，2001）．本研究でオオタ
ナゴの卵容積に明瞭な季節変化が見られなかった
のは，親魚の体長と温度の両方の影響を同時に受
けた結果と考えられる．そこで，卵容積の体長依
存を除去するため，実測卵容積を標準体長－卵容
積の回帰式により標準体長と平均標準体長から算
出された卵容積の体長依存率で割り，平均体長に
おける卵容積として検討してみた．それにもかか
わらず，水温変動と卵容積の間に明瞭な相関は認
められず，温度との関係については明確な結果が
得られなかった． 
オオタナゴでは親魚の標準体長と卵容積の間に

正の相関関係がみられた．一般的に，卵サイズが
大きいほど子の生存率が上昇するため，栄養を多
く有する大きな雌は，小さな雌よりも 1つの卵に
より多くの栄養を投資し，大きな卵を産むことが
知られている（星野・西村，2001）．タナゴ亜科
については，発生初期に二枚貝の鰓内に寄生する
ことで，常に酸素が豊富な水を利用可能にして低
酸素環境に適応した（Smith et al., 2004）結果，初
期減耗が小さくなり卵容積が大型化した（長田，
1985b；福原，2000）．また，オオタナゴでは個々
の親魚から得られた卵容積の変動係数は小さかっ
た．この事実から，本種の雌は，生存率の低い小
卵の生産を避けるために，生産する卵容積のばら
つきを抑え，卵容積を正確にコントロールしてい

ると考えられる．
朝鮮半島のオオタナゴの卵容積は，大同江平壌

付 近（ 北 方 系 ） の 体 長 約 122 mmの 親 魚 で
3.22‒3.75 mm3，洛東江水系密陽江（南方系）の体
長約 46 mmの親魚で 1.21‒2.12 mm3であり，卵容
積は親魚体サイズにより大きな相違があり［内田
（1939）を基に標準体長，卵容積を算定］，卵容積
は親魚サイズで説明できると考えられる．一方
L/Sについては，北方系において 1.50–1.75と
霞ヶ浦集団の範囲内に収まったが，南方系につい
ては 1.20–1.33［内田（1939）を基に L/Sを算定］
と，全羅南道霊岩川の試料 L/S=1.21［Suzuki and 
Jeon（1989）を元に L/Sを算定］とともに霞ヶ浦
集団に比べて小さな値である．タナゴ属タビラ 5
亜種の L/Sは，生息地集団のレベルにおいて一定
とされていることから（Kitamura et al., 2012），オ
オタナゴ霞ヶ浦集団は朝鮮半島北方系に近いと推
定される．しかしながら，卵形などの繁殖形質は
短期間の内に容易に分化が進むともいわれており
（Kitamura et al.，2012），朝鮮半島で見られる 2つ
のオオタナゴ生息集団での L/S値の違いなどもそ
の現れかもしれない．朝鮮半島の生息集団につい
ては，種内変異を比較するための婚姻色，計測・
計数形質，遺伝的データが不十分であり，系統地
理学的検討が待たれる．
霞ヶ浦のオオタナゴ集団は人為的に移入された

ものであり（萩原ほか，2003），単一の移入個体
群に由来すると仮定すると，ブルーギル Lepomis 
macrochirus（Kawamura et al., 2006参照）のように
遺伝的な変異がきわめて小さいと予想される．本
集団の卵は，卵形・L/Sは集団内において一定で
系統を反映している一方，容積は個体レベルで親
魚サイズなどのその時々の環境条件に対して，子
孫を最大に残せるように可塑的に適応しているも
のと考えられた．
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