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は じ め に

現生コイ科魚類にはおよそ220属2420種が知られてお
り世界の純淡水魚の中で最も多様化したグループである

（NELSON，2006）．このうち約1200種がアジアから知られてお
り（BĂNĂRESCU and COAD, 1991; RAINBOTH, 1991），アジアはコ
イ科魚類が最も多様化した地域といえる． 
コイ科魚類の中で，オイカワ属魚類は東アジア固有のコイ

科魚類のひとつであり，中国，朝鮮半島，日本列島に生息し

ている（例えば：細谷，2000）．本属は化石も知られており，
中国では下部始新統Buxin層から化石種 Zacco honggangensis  
LI and WANG, 1981（WANG et al., 1981）が記載されている．日
本では石川県の中新統からオイカワ属の1種 Zacco sp．（中島，
1975; 友田・中島，1975），大分県の中部更新統野上層からカ
ワムツ Z. temminckii（上野ほか，1975; 高橋・奥村，1996）ま
たはカワムツ類似種 Z. cf. Z. temminckii（上野ほか，2000）の
産出報告などがある．

日本列島に生息するオイカワ，カワムツ，ヌマムツはこれ

までオイカワ属 Zaccoに属すると考えられてきたが，CHEN et 
al.（2008）は分子系統学的研究によって，オイカワ属はハス

属（Opsariichthys）に近縁であることと，カワムツとヌマム
ツはオイカワ属よりも台湾固有のタイワンアカハラ属（森宗

ほか，2006）Candidiaや中国とベトナムに分布するParazacco
に近縁であることを明らかにし，カワムツ属（宮田ほか，

2011）Nipponocyprisを提唱した．Nipponocyprisには，模式種
N. temminkiiのほかは，ヌマムツN. sieboldiiおよび朝鮮半島
固有のN. koreanusが含まれる．さらに，TANG et al.（2010）の
分子系統学的研究では，カワムツ属がタイワンアカハラ属や

Parazacco属を含む多系統群を構成するという結果が得られ
ている．これらに従うならば，これまでオイカワ属として記

載，報告された化石はその所属について再検討する必要があ

ろう．

コイ科魚類化石を研究する上では，現生種の骨学的研究

が必須である．現生オイカワ属およびその近縁種における骨

学的研究は小林・前田（1962）および鈴木・木村（1978）の
咽頭骨と咽頭歯，HOWS（1980，1983），藤田（1990）の尾部
骨格などがあるが，全身の骨格が詳細に記載されたものは

ASHIWA and HOSOYA（1998）のZacco pachycephalus（現在では
ハス属Opsariichthysに分類されている），宮田ほか（2011）Z. 
platypusのみであり，現生種に関するさらなる骨学的研究が
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ABSTRACT― The osteological description and illustrations of the cyprinid fish Candidia barbatus (REGAN, 
1908) from Kaohsiung County, Taiwan are provided for studies on fossil cyprinid fishes found in East Asia and 
Japan. As a result of this study, it was found that the dentary, opercle,  urohyal and coracoid of C. barbatus are 
similar to those of the genus Nipponocypris. However, the parietal and infraorbital 5 of C. barbatus differ from those 
of the genus Nipponocypris. It is considered that these two morphological characteristics are typical of the genus 
Candidia.
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必要である．

　本研究では宮田ほか（2011）の研究に引き続いてオイカワ
属化石研究の第1段階として，コイ科魚類，タイワンアカハ
ラ Candidia barbatus（REGAN, 1908）の骨格を詳細に記載する．
　タイワンアカハラはCHEN et al.（2008）のミトコンドリア
DNAのD-roop領域を用いた分子系統学的研究と，外部形態
によりC. barbatusとC. pingtongensisの二種類が認められてい
た．しかし，CHEN et al.（2011）の分子遺伝学，アロザイム，
形態解析を用いた研究では，C. pingtongensisはC. barbatus
のシノニムとしている．本研究で用いた標本は，上顎のひ

げが二対あること，側線鱗数が50以下であることからC. 
pingtongensisと同定されるが，本論ではCHEN et al.（2011）の
研究に従いC. barbatusとして記載する．

材 料 と 方 法

タイワンアカハラCandidia barbatus (REGAN, 1908)，台湾高雄
県高雄市，2010年8月25日，勝鮎より購入，KMNH (Kitakyushu 
Museum of Natural History and Human History) VR 100, 131，SL
（標準体長） 84.9 mm; KMNH VR 100, 132 (Fig. 1)，SL 91.6 mm; 

KMNH VR 100, 133, SL 88.3 mm．
以上の標本をもとに河村・細谷（1991）などを参考にしな
がら透明二重染色骨格標本を作製した．さらに骨格の各部を

RI DEWOOD（1905）に従って解剖した．また，各部をデジタル
カメラで撮影し，それぞれの画像を用いて実体顕微鏡で標

本を観察しながらAdobe® Photoshop® 6.0©で図を作成した． 
Fig. 1に全身骨格標本の写真および図，Fig. 2に頭部骨格の写
真と図を示す．なお，骨格の名称はBRITZ and CONWAY（2009），
CHEN et al.（1984），DAHDUL et al.（2010），HARRINGTON（1955），
上野（1975），上野・坂本（2005）に，骨の各部については須
田（1991）に，尾部骨格については藤田（1990）に従った．

Fig. 1

2 cm

2 cm

Fig. 1. The cleared and stained specimen (bones red) of Candidia barbatus, KMNH VR 100,132, collected from Takao City, Taiwan on 
25 August, 2010. SL 91.6 mm
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骨 学 的 記 載

神経頭蓋  Neurocranium
Figs. 2–4

本稿では須田（1991），SUDA（1996），籔本ほか（2008，2009）
に従い，神経頭蓋を篩骨域（ethmoid region = olfactory region 
of HARRINGTON, 1955），眼窩域（orbital region），耳骨域（otic 
region），後頭骨域（occipital region）の4域に分けて記述する．
篩骨域は神経頭蓋の最前部を占め，前鋤骨（prevomer），前

篩骨（preethmoid），上篩骨（supraethmoid），篩骨（ethmoid），
側篩骨（lateral ethmoid），前位前頭骨（prefrontal），吻骨（rostral）
の7種類の骨から構成される．
前鋤骨は篩骨域腹側面の大部分を占め，一枚の薄い板状の

骨である．腹側からの観察では前部がY字状を呈し肥厚する．
Y字型の前部側面に一対の前篩骨がある．後方では副蝶形骨
が縫合してつながる．

　前篩骨は前鋤骨と共に篩骨域の前端を構成し，丸みを帯び

た一対の骨からなる．

　篩骨は外側面から見ると内側に凹む．前方は前篩骨，腹側

5 mm

前頭骨
frontal

5 mm

Fig. 2
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眼上骨
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間鰓蓋骨
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Fig. 2. The head skeleton of Candidia barbatus KMNH VR 100,133, collected from Takao City, Taiwan on 25 August, 2010. SL 88.3 
mm. 
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Fig. 3
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Fig. 3. The cranium of Candidia barbatus, KMNH VR 100,131, collected from Takao City, Taiwan on 25 August, 2010. SL 84.9 mm. A, 
dorsal view; B, lateral view. 
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Fig. 4
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Fig. 4. The cranium of Candidia barbatus, KMNH VR 100,131, collected from Takao City, Taiwan on 25 August, 2010. SL 84.9 mm. A, 
ventral view; B, posterior view. fm = foramen magnum
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は前鋤骨，背側は上篩骨，後方は側篩骨へとつながる．

　側篩骨は，篩骨域の外側を占める左右一対の骨である．側

篩骨の正中線前方では篩骨へ，背側では前頭骨へ，側面後方

では前位前頭骨へとつながる．

　前位前頭骨は，篩域後方で横に張り出している．前下方の

縁辺部で第1眼下骨（涙骨）とつながる．腹側には肥厚した領
域があり，この領域で外翼状骨と接する．

上篩骨は1枚の薄い板状の骨で，篩骨域後側の天井部分に
位置する．前端縁が後方へ湾入する．後方は前頭骨と縫合す

る．

吻骨は篩骨の前方に少し離れて位置する骨である．前方で

前上顎骨前端の突起に，外側で主上顎骨に囲まれる．

眼窩域は，前頭骨（frontal），眼窩蝶形骨（orbitosphenoid），
翼蝶形骨（pterosphenoid），副蝶形骨（parasphenoid）の4つの
骨からなる．

前頭骨は，眼窩域の天井部分を占める左右一対の骨であ

る．この左右一対の前頭骨は縫合する．側縁は内側に湾入し，

ほぼ弧状を呈する．弧状の側縁で眼上骨と接する．背側表面

には眼上管（supraorbital canal）が通る．前端は丸みを帯びず
ほぼ直線的で，上篩骨とつながる．後方側面で翼耳骨，蝶耳

骨とつながる．後端は頭頂骨と縫合してつながる．

　眼窩蝶形骨は翼状に左右に広がった上部と，下部の板状

部分とに分けられる．外側面から見ると下部の両眼窩隔膜

（interorbital septum）は薄い板状で，前縁部は弧状に湾入し，
後縁基部は切れ込みが見られる．腹側で副蝶形骨とつなが

る．眼窩蝶形骨上部は前方で側篩骨と，後方で翼蝶形骨につ

ながる．

　翼蝶形骨は左右一対の骨からなり，眼窩蝶形骨同様，正中

線を境に外側へ翼状に広がる．腹側正中線上に前部1/4が左
右の骨とつながる．後端で蝶耳骨，前耳骨とつながる．背側

で前頭骨とつながる．　

副蝶形骨は口腔の背面正中部を占める細長い骨である．後

端は基後頭骨まで達する．眼窩域の終わり付近で副蝶形骨翼

（parasphenoid wing）が上方にのびる．
耳骨域は，蝶耳骨（autosphenotic），頭頂骨（parietal = parietal 

+ medial extrascapular of HARRINGTON, 1955），前耳骨（prootic），
翼 耳 骨（pterotic = autopterotic + supratemporal-intertemporal of 
HARRINGTON, 1955），間在骨（intercalar = opisthotic by HARRINGTON, 
1955），上耳骨（epiotic = epioccipital of PATTERSON, 1975）の6種類
の骨からなる．

　蝶耳骨は耳骨域の上面側部に位置し，側面にやや後下方を

向く突起がある． 
　翼耳骨は耳骨域上部を占める骨である．外側に頭部側線管

が通る管状の構造があり，孔が管両端のほか，前部と後部に

各々1個ある．管は後端までのびる．外側後端に翼耳骨突起
（pterotic spine）が発達する．
　前耳骨は翼耳骨下方に位置する．前方に三叉神経室

（trigemino‐facialis chamber）の窪みがある．三叉神経室の
外側部は短柱状構造となっており，三叉神経孔（foramen for 
trigeminal nerve）と顔面神経孔（foramen for facial nerve）が
ある．後方には外後頭骨，基後頭骨がつながる．

　頭頂骨は耳骨域最上前部に位置する左右一対の骨である．

長さは前頭骨長の約1/3である．後縁部付近は，後縁に沿っ
てのびる側線管（lateral line canal）がある．側線管は，左右
の頭頂骨が縫合する部分までのび、左右の側線管が連結す

る．外側端部の穴は上側頭骨の側線管へと抜ける．背側後方

に上耳骨，上後頭骨がつながる．

　上耳骨は耳骨域の最上後部に位置する一対の骨である．後

縁部中軸側に突出部がある．前下方で上側頭骨，翼耳骨に，

後下方で外後頭骨と関節する．

　間在骨は翼耳骨の後端と外後頭骨後端と接する薄い板状の

骨である．耳骨域を構成する骨の中で最も小さい．

後頭骨域は神経頭蓋の後部を占め，上後頭骨（supraoccipital），
外後頭骨（exoccipital），基後頭骨（basioccipital）の3種類の骨か
らなる．

　上後頭骨は後頭骨域の後上部を占める1個の骨からなる．
後方向に板状の稜をなし，左右から上耳骨に挟まれ，下部で

は左右の外後頭骨と接する．

　外後頭骨は後頭骨域の後中央部を占める．外側面または

背側面から観察すると左右に貫通する楕円形の孔が見ら

れる．また，背面中央部には脊髄が通る大孔（fm: foramen 
magnum）がある．
基後頭骨は後頭骨域の下部を占め，後方の第1椎体関節面

（articulation facet for the 1st centrum）で第1椎体と関節する．
基部付近には前後が貫通する孔が見られる．第1椎体関節面
の下に後方へ長くのびる部分がある．側面から見ると台形状

を呈しており，背側は肥厚する．腹側から見ると側方へのび

る小さな丸みを帯びた突起が見られる．

側線感覚管骨  Sensory Canal Bones
Figs. 2–5

側線感覚管骨は，鼻骨（nasal），眼下骨（infraorbitals），眼
上骨（supraorbital），上側頭骨（supratemporal; posttemporal 
with fused lateral extrascapular of HARRINGTON, 1955）からなる．
鼻骨は前頭骨前部で接する一対の細長い管状の骨である．

鼻骨前端部は前方へ尖る．

眼上骨は前頭骨外側縁と接する一対の細長い貝殻状の骨

で，眼窩上縁を覆う．前頭骨との接触縁は丸みを帯びる．

上側頭骨は一対の管状の骨で，頭頂骨と後側頭骨からの側

線感覚管が合流し，後側頭骨へと運ばれる．

眼下骨は5個からなり，眼上骨と共に眼窩下縁を取り囲む．
第1眼下骨（涙骨: lachrymal）は眼下骨の中でも幅が広い骨の
一つで，上縁中央部は鋭く背側へ突出する．第1眼下骨の感
覚管はほぼ中央を通り，前後に一つずつと，中央付近に開口

部がある．感覚管は後端付近までのびる．

第2眼下骨は第3眼下骨前部とほぼ同じ幅であるが，長さは
第1眼下骨よりわずかに短い．感覚管はほぼ中央からやや背
側を通り，前端，後端に開口部があるほか，中央付近にも開

口部がある．後部になるにつれ幅が若干狭くなる．

第3眼下骨は第2眼下骨より長く，長さは約1.5倍である．
前部は第2眼下骨後端とほぼ同じ幅であるが，後部になるに
つれ幅が広くなり，第4眼下骨の前端とほぼ同じ幅になる．
感覚管は背側を通る．開口部は前端，後端にそれぞれ1箇所
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あるほか，中央付近に2箇所ある．
第4眼下骨は幅が極めて広く，上方に向かって幅が広くな
る．幅の最も広いところでは第1眼下骨とほぼ同じ幅である．
感覚管は前縁近くを通り，下端，上端および中央付近に2個
の開口部が認められる．背縁は湾入し第5眼下骨がつながる.
第5眼下骨は眼下骨のなかでもっとも短い骨であるが，幅
が第2，3眼下骨よりも広く，第2眼下骨の約2倍の幅を持つ． 
感覚管はほぼ中央を通る.

顎骨  Jaw Bones
Figs. 2, 6, 7

　顎骨は，前上顎骨（premaxilla），主上顎骨（maxilla），歯骨
（dentary），角関節骨（anguloarticular = articular of HARRINGTON, 

1955），後関節骨（retroarticular）の5種類の骨からなる．
前上顎骨は上顎の前部に位置し，口裂上縁を縁取る．前端

部は突起状を呈し，この部分で反対側の前上顎骨とつなが

る．後方へ向かうほど細くなるが，後端付近でやや幅が広く

なる．

主上顎骨は上顎の後部を占め，口縁を縁取らない．前端

には，外側から口蓋骨翼（plw: palatinal wing），前上顎骨翼
（pmw: premaxillary wing）の突出部があり，さらに内側の丸
みを帯びた突起部は神経頭蓋顆（nc: neurocranial condyle）で
前篩骨と関節する．主上顎骨の中央には背側にのびる台形状

の翼状部があり，翼状部の後縁はほぼ直線的である．後端は

四角形の翼状部があり，ここで前上顎骨と歯骨につながる．

歯骨は口縁下部を縁取る．歯骨先端部付近は括れない．歯

骨口縁部はなだらかに膨出する．後部の内側は凹み，角関

節骨前部の約半分が挿入されている．鉤状突起（cp: coronoid 
process）は高く，後方に約45°傾いている．側線管は中央より
下を通り，開口部が前後端及びその間に3箇所ある．2箇所の
開口部は下方に，もう1箇所は上方に開口する．

Fig. 5
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infraorbitals

A B

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

Fig. 5. The infraorbital bones of Candidia barbatus, KMNH VR 100,131, collected from Takao City, Taiwan on 25 August, 2010. SL 
84.9 mm. A, outside view; B, inside view.
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Fig. 6. The upper jaws of Candidia barbatus, KMNH VR 100,131, collected from Takao City, Taiwan on 25 August, 2010. SL 84.9 mm. 
A, outside view; B, inside view. nc = neurocranial condyle, plw = palatinal wing, pmw = premaxillary wing.
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Fig. 7. The lower jaws of Candidia barbatus, KMNH VR 100,131, collected from Takao City, Taiwan on 25 August, 2010. SL 84.9 mm. 
A, outside view; B, inside view. cp = coronoid process, Mr = Meckelian ridge, saf = suspensorial articulation facet.
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角関節骨はほぼ三角形の骨で，前半分が歯骨の凹みに挿入

されている．内側にはメッケル氏軟骨（Meckelian cartilage）
が横たわり，その後端にはメッケル氏軟骨隆起線（Mr: 
Meckelian ridge）が続く．後端にある鞍状の懸垂骨関節面（saf: 
suspensorial articulation facet）で方骨と関節する．また，腹側
で後関節骨と関節する．側線管は角関節骨の腹側を通り，前

後端とその中央よりやや後方に1つの開口部がある．後関節
骨は，角関節骨の下縁に付着する台形状の骨である．

鰓蓋骨  Opercular Bones
Figs. 2, 8, 9

鰓蓋骨は主鰓蓋骨（opercle），下鰓蓋骨（subopercle），前鰓蓋
骨（preopercle），間鰓蓋骨（interopercle）の4種類の骨からなる．
主鰓蓋骨は台形を呈する骨で，背縁と後縁はそれぞれ湾

入する．前縁部は肥厚し，上部に舌顎骨窩（hyomandibular 
socket）があり，舌顎骨と関節する．また，前縁上隅部付近
は前方に突出する．

前鰓蓋骨はL字状で，感覚管はおおむね中央付近を通る．
感覚管の開口部は後方，腹側，背側にある．上肢下部は開口

部が枝状であるが，下肢部では管状である．

間鰓蓋骨は前鰓蓋骨の下にある三角形を呈する骨で，後方

へ向かうほど高くなる．先端は尖り外側へ少し膨出する．

下鰓蓋骨は鰓蓋骨の中で最も内側にある骨で，主鰓蓋骨の

下に位置する．三日月状を呈しており，前縁上部は前方へ突

出する．後方になるにつれ細くなる．

懸垂骨  Suspensorium
Figs. 2, 8, 9

懸垂骨は口蓋骨（autopalatine），内翼状骨（endopterygoid），
外翼状骨（ectopterygoid），後翼状骨（metapterygoid），方骨
（quadrate），接続骨（symplectic），舌顎骨（hyomandibular）
からなる．

口蓋骨は懸垂骨の前端に位置する．先端は3つに分かれて
おり，外側の部分は前上顎骨と関節する．残り内側の部分で

前篩骨を挟み込む．

内翼状骨は薄い骨で，先端の突出部分に口蓋骨後部が位置

する．口蓋骨との関節部分は鞍状になり肥厚する．

外翼状骨は内翼状骨の前方下端につながる骨で，内翼状骨

と同様に薄い骨である．上部で内翼状骨，後部で方骨につな

がる．

方骨は外翼状骨の後ろにつながる扇状の骨で，要の部分

（下顎関節面, fmd: articulation facet for the mandibular）で下顎
の角関節骨と関節する．この突起で角関節骨の懸垂骨関節面

と関節する．内面にある溝には接続骨が挿入する．

接続骨は棒状の骨で，方骨内側にある溝に挿入されてい

る．後端部の幅がやや広い．

後翼状骨は薄い四角形の骨で，中央はYの字型に膨出する．
腹縁は方骨と共に方骨・翼状骨窓（qpf: quadrate-pterygoid 
fenestra of GREENWOOD et al., 1966）を形成するが，下縁部は
湾入が見られず，ほぼ直線的である．

舌顎骨は，懸垂骨を鰓蓋骨と神経頭蓋に結びつける．舌

顎骨上部には神経頭蓋前顆（can: anterior condyle of the 
hyomandibular for the neurocranium）と神経頭蓋後顆（pcn: 
posterior condyle of the hyomandibular for the neurocranium）
がある．前者は蝶耳骨と翼蝶形骨の一部と関節し，後者は蝶

耳骨と翼耳骨の一部と関節する．舌顎骨上後部にある関節顆

は主鰓蓋骨上部の鞍状部に関節する．

鰓弓  Branchial Arch
Fig. 10

鰓弓は，基舌骨（basihyal），基鰓骨（basibranchial），下鰓骨
（hypobranchial），角鰓骨（ceratobranchial），上鰓骨（epibranchial），
内 咽 鰓 骨（ infrapharyngobranchial = pharyngobranchial of 
HARRINGTON, 1955），から構成される．
基舌骨は鰓弓の最前列にある骨である．背側面から観察す

ると前端は後端よりやや太い．側面からの観察では，腹側縁

が若干膨出するのが見られる．

基鰓骨は基舌骨の後に連なる3本の細長い骨からなる．第1
基鰓骨は基鰓骨の中で最も短く第2基鰓骨の半分ほどの長さ
である．第2，第3基鰓骨はほぼ同じ長さである．側面には下
鰓骨がつながる．

下鰓骨は三対の骨からなる．第1下鰓骨は第2下鰓骨とほぼ
同じくらいの大きさで，第1基鰓骨のほぼ中央の位置でつな
がる．第2下鰓骨は第2，第3基鰓骨の関節部分に位置する．第
3下鰓骨は第3基鰓骨のほぼ中央に位置し，細くアーチ状に湾
曲している．第3基鰓骨の背側部はやや幅が広くなる．
角鰓骨は五対の骨からなり，鰓弓を構成する骨格の中で

もっとも大きい．角鰓骨は第1角鰓骨が最も長い．第2～4角
鰓骨は次第に短くなる．第1～4角鰓骨は縁辺部がやや膨出し
ており，鰓耙が連なる．上端は各上鰓骨へとつながる．下端

は第1～3角鰓骨は各下鰓骨とつながるが，第4角鰓骨は下鰓
骨とはつながらない．第4角鰓骨後方には第5角鰓骨（咽頭骨，
pharyngeal）がつながる．第5角鰓骨は一対の三日月状をした
骨で，咽頭歯がある．咽頭歯は3列で，1･4･4–4･4･1であり，
先端が鉤状に曲がる．第5角鰓骨を腹側面から観察すると孔
が5～6個あり，中央付近にある2つの孔が大きい．
上鰓骨は四対の骨からなり，角鰓骨の上部に位置する．長

さは各角鰓骨の約半分ほどの長さである．第1，第2上鰓骨
は角鰓骨側の2/3が広くなっており，内咽鰓骨側1/3は急激
に細くなる．第1，第2上鰓骨の上端は第1内咽頭骨につなが
る．第3，第4上鰓骨は中央に上を向いた鉤状の靭帯付着突起
（levator process）がある．第4上鰓骨は角鰓骨側に小さな突起
も見られる．上端は第2咽鰓骨に接続する．
内咽鰓骨は左右二対の骨からなる．第1内咽鰓骨は丸みを
帯びた台形状を呈する小さな骨である．第1内咽鰓骨前方の
へこみの部分に第1上鰓骨が関節し，下方に第2上鰓骨がつ
ながる．第2内咽鰓骨は丸みを帯びた小さな骨であり，中央
付近に丸みを帯びた突起がある．第2内咽鰓骨下方には第3，4
上鰓骨がつながる．
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Fig. 8. Outside view of the opercular bones and supensorium of Candidia barbatus, KMNH VR 100,131, collected from Takao City, 
Taiwan on 25 August, 2010. SL 84.9 mm. acn = anterior condyle of the hyomandibular for the neurocranium, fmd = articulation 
facet for the mandibular, pcn = posterior condyle of the hyomandibular for the neurocranium, qpf = quadrate - pterygoid fenestra.
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Fig. 9. Inside view of the opercular bones and supensorium of Candidia barbatus, KMNH VR 100,131, collected from Takao City, 
Taiwan on 25 August, 2010. SL 84.9 mm. acn = anterior condyle of the hyomandibular for the neurocranium, fmd = articulation 
facet for the mandibular, pcn = posterior condyle of the hyomandibular for the neurocranium, qpf = quadrate - pterygoid fenestra.
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Fig. 10. The gill arches and pharyngeal bone of Candidia barbatus, KMNH VR 100,131, collected from Takao City, Taiwan on 25 
August, 2010. SL 84.9 mm. A, dorsal view of the gill arches; B and C, ceratobranchial 5 (pharyngeal bone).
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舌弓  Hyoid Arch
Figs. 11–13

舌弓は下舌骨（hypohyal），前角舌骨（anterior ceratohyal = 
ceratohyal of HARRINGTON，1955），後角舌骨（posterior ceratohyal 
= epihyal of HARRINGTON，1955），間舌骨（interhyal），鰓条骨
（branchiostegal）と尾舌骨（urohyal）の6種類の骨からなる．
下舌骨は舌弓の最前部に位置し，下位下舌骨（lower hypohyal 

= ventral hypohyal of BRITZ and CONWAY, 2009）と上位下舌骨（upper 
hypohyal = dorsal hypohyal of BRITZ and CONWAY, 2009）からなる．
上位下舌骨は内側を向いたアーチ状の骨で，前端は下位下舌

骨，後端は前角舌骨と関節する．下位下舌骨は上位下舌骨より

もやや大きい．下舌骨の後端は前角舌骨と関節する．

　前角舌骨は舌弓の中で最も大きな骨である．前角舌骨は前

部1/3のところが幅が狭く，後部が幅広くなっている．腹側
の縁は背側へ強く湾入し，第1鰓条骨の先端部が関節する．
背側の縁の部分が厚みを帯び，下舌骨との関節面付近に角舌

窓（fch: fenstra on the ceratohyal）がある．角舌窓は内側面に
あいており，背側に貫通する．

　後角舌骨前部は前角舌骨の後部ほどの広さがあるが，後

部になるにつれ幅が狭くなる．背縁近くは厚みを帯びる．

後角舌骨の後方に間舌骨関節面（articulation facet for the 
interhyal）の窪みがあり，そこで間舌骨が関節する．
　間舌骨は短い棒状の骨で，舌弓を構成している骨の中で最

も小さい．先端はやや丸みを帯び，後角舌骨の間舌骨関節面

と関節する．

　鰓条骨は3本のブーメラン状または，アーチ状の骨から構
成される．そのうち第1鰓条骨はブーメラン状を呈し，前か
ら2/3付近で幅が広くなり，後端は尖る．前端には，背側を
向く小さな突出部があり，そこで前角舌骨に関節する．第2
鰓条骨は，第1鰓条骨同様，ブーメラン状を呈するが，前部
の幅が第1鰓条骨よりも広い．また，前端縁は，中央に突起
があり，前角舌骨の関節面で結ばれる．第3鰓条骨は，全体
的に滑らかなアーチ状の骨で，前端は後角舌骨に関節し，前

上位下舌骨
upper hypohyal

前角舌骨
anterior ceratohyal

後角舌骨
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Fig. 11. Outside view of the hyoid arche of Candidia barbatus, KMNH VR 100,131, collected from Takao City, Taiwan on 25 August, 
2010. SL 84.9 mm. fch = fenstra on the ceratohyal.
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Fig. 12. Inside view of the hyoid arche of Candidia barbatus, KMNH VR 100,131, collected from Takao City, Taiwan on 25 August, 
2010. SL 84.9 mm. fch = fenstra on the ceratohyal.
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端縁に突起が見られる．

　尾舌骨は，左右の舌弓の間で鰓弓の下方の正中線上に位置

する．下縁に沿ってフランジが左右に発達する．前端は二叉

する．側面から観察すると背側へのびる翼状部が緩やかに反

りあがる．後縁は緩やかに前方へ湾入する． 

脊椎骨  Vertebrae
Figs. 1, 14

脊椎骨（vertebrae）は22個の腹椎（abdominal vertebrae）と
19個の尾椎（caudal vertebrae）の合計41個からなる．第1椎体
は基後頭骨と関節する．腹椎には横突起（parapophysis）があ
り，第1～4横突起はウェーバー器官（Weberian ossicles）を構
成する骨の一部となっているため独特な形をしている．第5
～16横突起は短く塊状で，肋骨（rib）が関節する．17～22横
突起は腹側にのび，細い肋骨が関節する．第20～22では左右
の横突起が中央でつながり互いに癒合している．

　肋骨は第5～19腹椎にある細長いアーチ状の骨である．最
後の3つの腹椎に肋骨はない．外側縁が肥厚し，その内側は
翼状で，基部（横突起との関節部）に向かうに従って広くな

る．最後の3つの肋骨は肉間骨に類似しており，横突起との
関節は見られない．第5椎体の肋骨は横突起とゆるく関節す
る．第5椎体以降の肋骨は腹側に向かうに従って幅が狭くな
り先端は尖る．

　尾椎には横突起は認められず，腹側に血管弓門（haemal 
arch）があり，先端が血管棘（haemal spine）となり細長くな
る．尾椎の最後部は尾鰭椎前第1椎体であり，第1尾鰭椎と癒
合する．尾椎および腹椎の背側には神経弓門（neural arch）が
あり，先端が神経棘（neural spine）となり細くなる．神経弓
門は椎体と癒合するが，第5椎体の神経弓門は椎体と癒合し
ない．

　椎体は前後の椎骨と関節するための関節突起があり，神経

弓門前端に前神経関節突起（松原ほか, 1979; 落合, 1987; 前神
経顆突起: 松原, 1971）（anterior neural zygapophysis），後端
には後神経関節突起（松原ほか, 1979; 落合, 1987; 後神経顆突
起: 松原, 1971）（posterior neural zygapophysis）が認められる．
特に前方になるにつれ前神経関節突起は次第に発達するが，

第5椎体の前神経関節突起は第6椎体のものよりは小さい．
　ウェーバー器官は　第1～4腹椎，横突起，神経弓，肋骨な
どが変化したもので，結骨（claustrum），挿入骨（intercalarium），
舟状骨（scaphium），三脚骨（tripus），os suspensoriumからなる．
舟状骨は菱形をしており，後端が背側へ鋭く突出する．突

出部分は第2上神経棘（松原ほか，1979; 上野・坂本, 2005）
（supraneural 2 bone of DAHDUL et al., 2010）と第3神経弓門の
間まで伸びる．結骨とともに第1椎体の上方にある．
　結骨は第2上神経棘前縁で舟状骨の内側に位置する一対の
骨である．

挿入骨は細長くカーブした小さな骨である．後端は尖り，

第3神経弓門までのびる．
三脚骨は鉤状を呈し，後部で内側へ向かって緩やかにカー

ブし，第5椎体までのびる．三脚骨基底部は第3椎体に緩く関
節する．

第4椎体の横突起と，肋骨は癒合しており，先端部分は尖
らない．中央付近で内側にos suspensorium が分岐する．os 
suspensoriumは先端が尖り，内側で反対側のos suspensorium
と接する．

第2上神経棘は丸みを帯びた台形をしており，背側縁はや
や膨出する．第3上神経棘背側前縁はとさか状をしており，

A

B

C

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

Fig. 13. The urohyal of Candidia barbatus, KMNH VR 100,131, 
collected from Takao City, Taiwan on 25 August, 2010. 
SL 84.9 mm. A, lateral view of urohyal; B, dorsal view 
of urohyal; C, ventral view of urohyal. 
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2 mm

三脚骨
tripus

舟状骨
scaphium

結骨
claustrum

第2上神経棘
supraneural 2 bone
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Fig. 14. The Weberian ossicles of Candidia barbatus, KMNH VR 100,131, collected from Takao City, Taiwan on 25 August, 2010. SL 
84.9 mm. na3 = neural arch 3, sn3 = supraneural 3 bone.
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Fig. 15
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Fig. 15. The caudal skeleton of Candidia barbatus, KMNH VR 100,131, collected from Takao City, Taiwan on 25 August, 2010. SL 
84.9 mm. Arrows indicate longest fin rays of upper and lower lobes of caudal fin. hpu = haemal spine of preural centrum, npu = 
neural spine of preural centrum, pp = hypurapophysis, pu1 + u1 = first preural centrum + first ural vertebra. 
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前縁部は不規則な形状をしている．

第3神経弓門は上部の幅が広くなり第2，3上神経棘と接す
る．中央付近に楕円形の窓がある.
第1横突起は第2横突起よりも短く約半分ほどの長さで，側
方にのび，先端が尖る．第2横突起は第1横突起同様に側方へ
のびるが，幅が第1横突起の約2倍である．

尾鰭骨格  Caudal Fin Skeleton
Fig. 15

尾鰭骨格は，尾鰭椎前椎体（preuralcentrum），側尾棒骨
（pleurostyle），上尾骨（epural），下尾骨（hypural），準下尾
骨（parhypural）の5種類の骨からなる． 
　第1尾鰭椎（first ural vertebra）は尾鰭椎前第1椎体（first 
preural centrum）に癒合する．また，幅の広い短く先の尖った
尾鰭椎前第1椎体神経棘（npu1: neural spine of preural centrum 
1）が認められる．第1尾神経骨（uroneural 1）は尾鰭椎前第1
椎体 + 第1尾鰭椎（以下pu1 + u1とする）に癒合し，側尾棒骨
（pleurostyle）となる．
第2尾神経骨は細長い一対の骨で側尾棒骨の上部1/3付近の
ところで外側に位置する．

上尾骨は1つの骨からなる．尾鰭椎前椎体第2神経棘と側尾
棒骨の間に位置し，下部はやや幅が広くなっている．

下尾骨は6つの骨から構成される．第1～3下尾骨はほぼ同
じ長さであるが第4～6下尾骨は次第に短くなり，前端が側尾
棒骨にはさまれる．第1下尾骨は後方になるにつれ次第に広
くなり，第2下尾骨の約3倍の広さがある．第2下尾骨はpu1 + 
u1と癒合し，第3下尾骨とほぼ同じ広さである．第3下尾骨は
前部で，pu1 + u1と関節する．前部と後部で幅はほとんど変
化しない．第4下尾骨は側尾棒骨の前1/3で関節する骨で，後
方に向うほど幅が広くなり，第1下尾骨とほぼ同じ幅か，若
干狭い．第6下尾骨が最も短く，第4下尾骨の約1/2の長さで
ある． 
準下尾骨は基部で第1下尾骨と癒合し，最後の椎体（pu1 + 

u1）と関節する．また，準下尾骨の基部には下尾骨側突起（pp: 
hypurapophysis）がある．
尾鰭椎前第2椎体神経棘は基部の神経弓門を介して尾鰭椎
前第2椎体に癒合する．尾鰭椎前第2椎体神経棘の前方は翼状

部が上方約1/3，尾鰭椎前第3椎体神経棘は上方1/2以上まで
広がる．

尾鰭椎前第2椎体血管棘（hpu2: haemal spine of preural centrum 
2）の基部は第2尾鰭椎前椎体と関節し，翼状部は基部から下方
1/3までのびる．尾鰭椎前第3椎体血管棘より前方の血管棘は，
全て基部で椎体と癒合し，翼状部は前方の血管棘のものほど

幅，大きさ共に小さくなり，やがて見られなくなる．

肉間骨  Intermuscular Bones
Figs. 1, 16

肉間骨（intermuscular bone）は上肋骨（epipleural）と脊椎
の神経弓上の上神経骨（epineural），上神経棘（松原ほか，
1979; 上野・坂本, 2005）（supraneural bone）がある.
上肋骨は後方の肋骨から始まり，尾鰭椎前第5椎体付近か
ら発するもので終わる．前方の数本は短い1本の骨であるが，
臀鰭基底付近のものは前部が2本に枝分かれし，二叉となる．
分岐点は中央より前方にあり，枝は前方と内側にのびる．そ

れより後方は1本の細長い骨となる．
上神経骨は頭蓋骨直後に始まり，尾鰭椎前椎体第4椎体か
ら発するもので終わる．細長い骨で中央より前方に分岐点が

あり，前部が二叉する．枝は前方と内側にのびる．また，最

後の2本は後端がわずかに二叉する
上神経棘（supraneural bone）はウェーバー器官を構成する
第2～3上神経棘を除いて，背鰭前方に6～7本ある．上神経棘
の各部は接触しない．前方にある神経棘は板状で，第3上神
経棘と第5神経棘との間に位置する．それより後方のものは
次第に細長く，先端が尖るようになる．また，個々の神経棘

との間に位置する．

背鰭骨格  Dorsal Fin Skeleton
Fig. 17

背鰭は3本の不分岐軟条と7本の分岐軟条からなる．
第1不分岐軟条は小棘状，第2不分岐軟条の長さは第3不分
岐軟条の長さの約半分である．第3不分岐軟条には分節が認
められる．また，第1～2不分岐軟条は第1近担鰭骨と関節す
る．それ以降は1本の鰭条と近担鰭骨が対応するが，最後の

上神経棘
supraneural bone

2 mm
2 mm

Fig. 16. The supraneural bones of Candidia barbatus, KMNH VR 100,131, collected from Takao City, Taiwan on 25 August, 2010. SL 
84.9 mm.
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分岐軟条は遠担鰭骨のみと対応する．

担鰭骨（pterygiophore）は近担鰭骨（proximal pterygiophore），
間担鰭骨（median pterygiophore）と遠担鰭骨（distal pterygiophore）
からなる．

近担鰭骨は8つあり，前後に翼をなす．中でも第1近担鰭骨
の前翼が特に幅が広く背縁も僅かではあるが翼がある．前翼

下縁は湾入する．近担鰭骨は後方になるにつれ短くなる．第1
～3近担鰭骨後方には遠担鰭骨がつながる．第3近担鰭骨より
後方の近担鰭骨と遠担鰭骨の間には間担鰭骨がつながる．

遠担鰭骨は一対の小骨で，軟条基部にはさまれるように関

節する．

間担鰭骨は鼓状を呈する．最後の間担鰭骨には2つの関節
面があり，背側には遠担鰭骨，腹側には不規則な形状をした

背鰭終端骨 (stay) がつながる．

臀鰭骨格  Anal Fin Skeleton
Fig. 17

臀鰭は不分岐軟条3本と9本の分岐軟条からなる．第1不分
岐軟条は分節がないが，残りの2つは分節が認められる．最

後の2本の分岐軟条は1本と数える（HUBBS and LAGLER, 1949）．
担鰭骨（pterygiophore）は近担鰭骨（proximal pterygiophore），
間担鰭骨（median pterygiophore）と遠担鰭骨（distal pteryg-
iophore）からなる．
近担鰭骨は10個見られ，前後に翼をなす．第1近担鰭骨が
担鰭骨のなかで最も長く，前翼が基部から4/5のところまで
広がっている．また，第2近担鰭骨以降の翼状部における前
翼，後翼の幅はほぼ同じである．

　遠担鰭骨は小さく，前端と後端は丸みを帯びる．遠担鰭骨

は軟条基底部にはさまれる．

　間担鰭骨は長方形を呈しており，第4近担鰭骨以降，近担
鰭骨と遠担鰭骨の間にある．後端はやや鼓状を呈し，そこで

遠担鰭骨と関節する．最後の間担鰭骨は背側が三角形を呈

し，背側に遠担鰭骨がつながる．

肩帯  Shoulder Girdle
Fig. 18

肩帯は後側頭骨（posttemporal），上擬鎖骨（supracleithrum），
擬鎖骨（cleithrum），肩甲骨（scapula），中烏口骨（mesocoracoid），

近担鰭骨
proximal pterygiophore

間担鰭骨
median pterygiophore

臀鰭終端骨
stay

遠担鰭骨
distal pterygiophore

近担鰭骨
proximal pterygiophore

間担鰭骨
median pterygiophore

遠担鰭骨
distal pterygiophore

背鰭終端骨
stay

A

B

5 mm

5 mm5 mm

5 mm

Fig. 17. The dorsal and anal fins of Candidia barbatus, KMNH VR 100,131, collected from Takao City, Taiwan on 25 August, 2010. SL 
84.9 mm. A, dorsal fin; B, anal fin.
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Fig. 18. The shoulder girdle of Candidia barbatus, KMNH VR 100,131, collected from Takao City, Taiwan on 25 August, 2010. SL 84.9 
mm. A, inside view; B, outside view. sf = scapula foramen.
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烏口骨（coracoid），射出骨（pectoral radial of BRITZ and CONWAY, 
2009），遠位射出骨（distal radial of WEITZMAN, 1962），後擬鎖骨
（postcleithrum）の9種類の骨と15本の胸鰭軟条からなる．
後側頭骨は肩帯の最上部に位置する骨で，背側に突起がの

びる．突起の先端部分は鋭く尖り，上耳骨，翼耳骨とつなが

る．後側頭骨の後縁部に管状構造があり，上側頭骨と上擬鎖

骨の管に連絡する．

上擬鎖骨は後側頭骨の下につながる細長い骨で，上端は小

さな鉤状となり，後側頭骨とつながる．上部半分の後縁部に

は後側頭骨の管とつながる管がある．

擬鎖骨は肩帯を構成する骨の中で最も大きい骨で，肩帯前

縁の大部分を縁取る．L字状を呈する．下部では内側と外側
にフランジがある．

肩甲骨は肩帯のほぼ中央に位置する．上縁で擬鎖骨内側と

中烏口骨，前縁部で擬鎖骨のフランジとつながり，下縁で烏

口骨，中烏口骨末端部とつながる．後縁下部で第1射出骨と
関節する．中央部には肩甲骨孔（sf: scapula foramen）がみら
れる．

烏口骨は肩帯の下部を占める．後縁は擬鎖骨内側のフラン

ジと接する．後端上隅部は第2射出骨と関節し，上縁後部で
中烏口骨，肩甲骨とつながる．烏口骨と擬鎖骨の間には楕円

形の窓がある．

中烏口骨は細長い棒状の骨で上部は擬鎖骨と接する．下端

はこぶ状になっており，烏口骨と接する．

後擬鎖骨は擬鎖骨内側に付着する細長い骨である．緩いS 
字形に湾曲し両端が尖る．

射出骨は4つの小さな骨からなり，後方に粒状の遠位射出
骨がある．

腰帯  Pelvic Girdle
Fig. 19

腰帯は，体の腹側部のほぼ中央にある一対の骨で，3つの
担鰭骨と，基鰭骨（basipterygium）からなる．
基鰭骨の前端2/3は二叉になっており内側より外側がやや
長くなっている．後端にある突起は細長い棒状の形をしてお

り，その突起で左右の基鰭骨が接する．

担鰭骨は3つあり，その中で内側のものは鉤状を呈し，内
側に反る．残りの2つは粒状である．
鰭条は9本の分岐軟条からなり，全てに分節が認められる．
基部で担鰭骨，基鰭骨を挟み込む．

ま と め

コイ科オイカワ属魚類化石の研究のため，オイカワ属の近

縁種であるタイワンアカハラ Candidia barbatus の全身骨格
について図示し，記載を行った．

カワムツ属 Nipponocyprisやオイカワ属 Zaccoと比較する
と，タイワンアカハラは歯骨の先端近くに括れがないこと

（オイカワ属では括れる），主鰓蓋骨の後縁が緩やかに湾入す

ること（オイカワ属ではやや膨出する），尾舌骨の背後部が

丸みを帯び，後縁下部に切れ込みが見られないこと（オイカ

ワ属では背後部が角張り，後縁部に切れ込みがある），烏口

骨の前方が背側へ突出していないこと（オイカワ属では烏口

骨の前端に突出部がある）など，オイカワ属よりはカワムツ

属に近い骨学的特徴が見られる．しかし，上神経棘数（ウェー

バー器官を構成するものを除く）が6～7であること（オイカ
ワ属では5～6，カワムツ属では8）はオイカワ属とカワムツ
属の中間的な形質を示している．さらに，頭頂骨の側線管は

左右の頭頂骨が縫合する部分まで伸び，連結すること，第5
眼下骨が幅広いことは，カワムツ属やオイカワ属と区別する

上で重要な形質と考えられる．

今後，オイカワ属化石の研究のためには，オイカワ属

に近縁なハス属 Opsariichthysやカワムツ属 Nipponocypris，
Parazacco属の詳細な骨学的研究が必要となる．
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