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は じ め に

現生コイ科魚類は淡水魚の中で最も多様性に富むグルー

プであり，南アメリカ，オーストラリア，南極を除く全て

の大陸に分布しており，およそ220属2420種が知られている
（Nelson, 2006）．このように膨大な種を抱えるコイ科魚類は
多くの種で形態学的情報が不足しているために，その類縁関

係を明らかにすることは難しく，系統について研究者の間

で十分な合意は未だ得られていない（Chen, et al., 2005）．近
年の分子系統学的研究の進展（e.g. Liu and Chen, 2003; He et 
al., 2004; Saitoh et al., 2006; Ru

. .
ber et al., 2007; Mayden et al., 

2009）によって，分子の情報に基づくコイ目内の科の構成や
それぞれの関係ならびにコイ科内のグループの構成や類縁関

係が検討され，コイ科魚類の形態学的研究の見直しと化石種

も含めた詳細な骨学的研究が重要になりつつある．

　本研究は，籔本ほか（2008）につづくコイ科魚類の骨学的
研究で，日本や中国の新生界から産出するコイ科魚類化石研

究の基礎となる資料を得るためのものである．

　コイ科魚類の中でもクルター亜科やクセノキプリス亜科

魚類の化石は日本列島と中国から化石が産出している．中国

甘粛省の古第三系から産出したEcocarpia ningmingensisはク
ルター亜科とクセノキプリス亜科魚類にもっとも近縁と考え

られている（Chen et al., 2005）．また，中国黒竜江省から記
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載された中新世のEoxenocypris liui Chang, Chen and Haowen 
1996や中国山西省から産出する更新世のXenocypris yushensis 
Liu and Su 1962などはクセノキプリス亜科に分類されてい
る．日本では，山形県，岐阜県，長崎県平戸，三重県大山田

村，静岡県引佐町，京都府宮津市などからクセノキプリス

亜科魚類の化石が報告されている（中島・山崎, 1992; 上野, 
1965）．また，長崎県の壱岐からは中期中新世のクルター亜
科やクセノキプリス亜科に近縁と考えられる化石が産出し

ており（林, 1975; 友田ほか, 1973），クルター亜科（籔本ほか, 
2008）とクセノキプリス亜科の比較骨学的研究はこれらの化
石を研究する上で重要である．本研究ではコイ科クセノキプ

リス亜科のXenocypris argenteaの骨格を詳細に記載する．

材 料 と 方 法

　KMNH（Kitakyushu Museum of Natural History and Human 
History） VR 100,123 中国湖南省桃源，元江，2004年10月29
日採集，SL（標準体長）134.8 mm; KMNH VR 100,124 中国湖
北省金口市場，2005年9月23日採集，SL 113.4 mm; KMNH VR 
100,125 中国江西省貴渓，2005年9月25日採集，SL 113.0 mm; 
KMNH VR 100,126 中国江西省貴渓，2005年9月25日採集，SL 
112.0 mm．
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　Taylor （1967）なども参考にして透明骨格標本を作製した．
Ridewood （1905）に従って解剖し，各部をデジタルカメラで
撮影，印刷したものをトレースし，実体顕微鏡で観察しなが

ら硬骨のみを描画した．また，一部はPhotoshop CS4を用い，
実体顕微鏡で細部を観察しながら画像から直接描画した．骨

格の名称はHarrington（1955）と上野（1975）に，骨の各部
の名称は須田（1991），尾部骨格については藤田（1990）に
従った．

骨格系の記載

神経頭蓋  Neurocranium
Figs. 1, 2

ここでは神経頭蓋を篩骨域（ethmoid region = olfactory 
region of Harrington, 1995），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），吻骨（rostral）の6種類の骨から構成
される．

前鋤骨は篩骨域腹面の大部分を占める薄い板状の1枚の骨
で後方は副蝶形骨へとつながる．先端のみ肥厚し，前端は左

右に分かれる．腹面から見ると中央でくびれるが，後部は細

くなり，後端は尖る．前鋤骨は前篩骨とともに篩骨域の先端

を占める．

前篩骨は一対で，化骨部分は極めて小さく，軟骨が取り巻

く（Fig. 2 Aの破線部分）．軟骨部分は大きく全体的に丸みを
帯びた形を呈し，前鋤骨前部の側面に位置する．

篩骨は前方で前篩骨，腹側で前鋤骨，背側で上篩骨，後方

で側篩骨と連結する．

側篩骨は篩骨域の外側を占める左右一対からなる骨であ

る．横に張り出した翼状体外縁で涙骨（第1眼下骨）とつなが
る．腹側から見ると前部は三角形を呈し，そこで前鋤骨，副

蝶形骨と接する．背側は前頭骨，後方は眼窩蝶形骨へとつな

がる．

上篩骨は1枚の板状の骨で篩骨域の天井部分を占める．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し，背腹方向に長い骨

で，下端は細くなる．

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．

前頭骨は上篩骨と縫合によって接続し，眼窩域の天井部分

を占める．左右の前頭骨の接合部は縫合によって結合する．

後方は頭頂骨，翼耳骨，蝶耳骨と接合する．前部側縁に楕円

形の大きな眼上骨がかぶさり，前頭骨後部側縁とともに眼窩

背縁を形成する．前頭骨には頭部側線管系の眼上管が通り，

前縁近くと中央側部で開口する．

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．下部は両眼窩隔膜となり，眼窩の半分

以上を占める．下縁は副蝶形骨と広く接し，縫合する．眼窩

蝶形骨は上部後方で翼蝶形骨へとつながる．

翼蝶形骨は左右対をなす骨で，翼状に左右に広がる．それ

ぞれ5～6個の孔がある．腹側正中線上前部のわずかな部分で
左右接し，前端部で眼窩蝶形骨と小さな孔を形成し，後方で

大きな視神経孔（optic foramen）を形成する．背縁で前頭骨，
側面で蝶耳骨，後方で前耳骨につながる．

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

端は神経頭蓋腹面後部の基後頭骨にまで達する．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前側部に位置し，側部には後下方を向

く短い突起がある．

　翼耳骨は耳骨域の上中部を占める．外側は頭部側線管が通

る管状の構造となっており複数個の孔がある．管状部の後端

は上側頭骨下端に向かって開く．耳骨域には舌顎骨との細長

い関節面がある．関節面の大部分は前耳骨にあるが，前端部

は蝶耳骨と翼蝶形骨に，後端部は翼耳骨にある．

　前耳骨は蝶耳骨の後下方に位置する．前端部は翼蝶形骨と

接し，三叉神経孔（foramen for trigeminal nerve）がある．三
叉神経孔と顔面神経孔（foramen for facial nerve）の間は短い
柱状の構造となっている．顔面神経孔は三叉神経孔より大き

い．後方で外後頭骨，基後頭骨，背側で蝶耳骨，翼耳骨がつ

ながる．

頭頂骨は耳骨域の最上前部に位置する左右一対の骨で，長

さは前頭骨のおよそ1/2である．後部にはそれぞれ1本の側線
管が通る．端部の孔は上側頭骨上端の側線管へ連結されてい

る．途中それぞれ前縁に2個の開口がある．後方には上耳骨，
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左右一対の骨で，上

後頭骨を左右から挿むように位置する．前下方で上側頭骨

（supratemporal）と接合し，接合部の後ろの部分に後側頭骨
の長い突起が関節する．側部下端で間在骨と下方は外後頭骨

へとつながる．

　間在骨は頭蓋骨側部後端に位置する一対の骨で，前縁は翼

耳骨と縫合し，内側は上耳骨と下部は外後頭骨と接する．

　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個の骨で，後方に
薄い板状の部分が伸びる．板状部の背縁は肥厚する．左右か

ら上耳骨に挿まれ，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一対の骨で，後

ろからみると中央に脊髄が通る大孔（foramen magnum）があ
る．大孔の下に左右に細長い孔があり，その両側に小さな孔

が開口する．また，大孔の両側には縦の細長い腔所が見られ，
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Fig. 1. The cranium of Xenocypris argentea. A, dorsal view; B, lateral view.
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Fig. 2. The cranium of Xenocypris argentea. A, ventral view; B, posterior view. fm = foramen magnum. Broken circles in A indicate 
catilage.
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腹面にも1つの孔がある．前部では翼耳骨と前耳骨に接し，
それぞれの骨と深い側頭下腔（subtemporal fossa）を形成す
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．
第1椎体関節面の下は後方に長く伸び，後頭部下では左右に
広がり下前方に伸びる部分がある．後部は細いが，幅は比較

的広い．背面で外後頭骨と腹面では副蝶形骨と接合する．

側線感覚管骨  Sensory Canal Bones
Figs. 1–3

　頭部表面の側線感覚管骨は，鼻骨（nasal），眼下骨（infra-
orbitals），眼上骨（supraorbital），上側頭骨（supratemporal; 
posttemporal with fused lateral extrascapular of Harrington, 
1955）からなる．
　鼻骨は前頭骨から上顎にかけての間にある左右一対の細長

い管状の骨である．

　眼下骨は5個からなり，眼上骨とともに眼の周りを囲む．
第1眼下骨（涙骨 lachrymal）が最も幅広く，感覚管は中央よ
りやや下を通る．感覚管の開口部は前端と後端にあるほか，

前部に2つ，中央よりやや後ろに1つある．第3眼下骨が最も
大きく，幅は第1眼窩骨の1/2程度であり，感覚管は眼窩縁近
くを通る．後ろ下方に開く小さな孔が等間隔にある．第2番目
と第4番目の眼下骨の幅はほぼ同じで，長さは第3眼下骨のほ
ぼ1/2である．第4眼下骨の感覚管は骨のほぼ中央を走る．第
5眼下骨は第2，4眼下骨よりわずかに短い．第5眼下骨の感覚
管は頭蓋骨の前頭骨と翼耳骨の感覚管の連結部につながる．

　眼上骨は前頭骨と接する楕円形の皿状の骨で左右一対から

なる．眼窩上縁の前半部分を被い，第5眼下骨から離れてい
る．

　上側頭骨は左右一対の管状をなす小さい骨で，上端で頭頂

骨の側線感覚管と連結し，下端で翼耳骨の側線感覚管と出会

う．

Fig. 3. The infraorbital bones of Xenocypris argentea. A, outside view; B, inside view.
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顎骨  Jaws
Fig. 4

　顎骨は，前上顎骨（premaxilla），主上顎骨（maxilla），歯
骨（dentary），角骨（angular），後関節骨（retroarticular）の5
種類の骨からなる．

　前上顎骨は靴べら状を呈し，口裂上縁を縁取る．前端部は

やや肥厚し，前上方に向かう短い突起がある．背縁に沿って

肥厚し，後部は幅広くなり，後端はわずかに尖る．

　主上顎骨は全体的に背腹に幅広く，特殊な形状を呈する．

上顎の後部を占め，口裂を縁取らない．前端部には上後方に

向かう太くて短い突起があり，内側の大きな関節顆（nc）で
口蓋骨と関節する．前端部内側には比較的長い突起（pmw）
が前下方に向かい，この突起と外側部（plw）の間に前上顎
骨の前端部が関節する．背縁後部に上後方に向かう突起があ

る．下縁はわずかに湾入し，主上顎骨の後端部には下方に向

かう小さな翼状部があり，ここで歯骨と連結される．

　歯骨も主上顎骨同様特殊な形状を呈する．口縁を担う部分

は極めて短く，烏口突起（cp, coronoid process）とほぼ同じ
大きさである．烏口突起は上後方に反る．側線管は前部では

下縁に沿って走り，2つの開口がある．それより後ろでは歯骨
のほぼ中央をとおり，角骨の側線管へとつながる．歯骨後端

は二叉することなく，下部が後方に伸びる．

　角骨は先がやや細くなるが，長方形の骨で，歯骨内側

の凹みに関節する．角骨の後端部には方骨と関節する大き

く凹んだ関節面（saf）がある．角骨の後部腹縁で後関節骨
と関節する．角骨内側にはメッケル氏軟骨（Mc, Meckelian 
cartilage）が横たわり，その後端にはメッケル氏軟骨隆線（Mr, 
Meckelian ridge）が続く．側線管は角骨腹縁をとおり，開口
部は前端と後端の他，後端近くに1つある．
後関節骨は，角骨の下縁に位置する骨で，後部は前部より

わずかに高く，後縁はわずかに湾入する．

鰓蓋骨  Opercular Bones
Fig. 5

　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．

　主鰓蓋骨の背縁はほぼ直線的で，後縁との角度はほぼ直

角である．下縁はわずかに膨出する．前縁は肥厚し，内側上

部には舌顎骨（hyomandibular）との凹んだ関節面（舌顎骨窩, 
hyomandibular socket）がある．前縁上隅部は三角形状に突出
し，この基底部には主鰓蓋骨管（opercular canal）が貫通し，
前鰓蓋骨へとつながる．

　前鰓蓋骨は三日月型の骨である．感覚管は上部では前縁近

くを，上肢下部と下肢後部では中央を，下肢前端部近くでは

背縁に沿って通る．上肢下部と下肢後部では開口部は比較的

長い管状を呈する．

　間鰓蓋骨は前鰓蓋骨の下にある．前端は急に尖り，後方に

行くに従い高くなる．前半分は外側に少し膨出する．

　下鰓蓋骨は主鰓蓋骨の下にある．前上縁は上向きに突出す

る．後方に行くに従い細くなる．この骨は鰓蓋骨を構成する

中で最も内側に位置する．

懸垂骨  Suspensorium
Fig. 5

　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，前端全体で主上顎骨の内側にある関節顆と関節する．

　内翼状骨は膜状の骨で，前端部はわずかに肥厚する．前端

で口蓋骨と，下縁で外翼状骨と方骨に連結する．

　外翼状骨は口蓋骨とは接することはなく，背縁で内翼状骨

と接する．後部では方骨と縫合する．

　方骨は扇状を呈し，要の部分（下顎関節, articulation facet 
for the mandibular）で下顎の角骨と関節する．方骨の後角部
は太く，後上方に向かって伸び，後縁は，前鰓蓋骨前縁外側

に重なる．方骨内側の溝には接続骨が挿入する．

　接続骨は棒状で，後方は舌顎骨下端付近までのびる．

　後翼状骨は接続骨の上方に位置する膜状の骨で，前縁で内

翼状骨と方骨に接する．下には接続骨があるが，接続骨とは

わずかに離れている．

　舌顎骨上端は懸垂骨を神経頭蓋に結びつける役目を果た

している．上部には3つの関節面があり，そのうち背縁の2
つは頭蓋骨と関節する．背縁前部の関節面（神経頭蓋前顆, 
anterior condyle of the hyomandibular for the neurocranium）
は後部の関節面（神経頭蓋後顆, posterior condyle of the 
hyomandibular for the neurocranium）より小さい．後方にわず
かに突出する関節顆は主鰓蓋骨と関節する．

鰓弓  Branchial arch
Fig. 6

　鰓弓は，基舌骨（basihyal），基鰓骨（basibranchial），下鰓骨
（hypobranchial），角鰓骨（ceratobranchial），上鰓骨（epibranchial），
咽鰓骨（pharyngobranchial），咽頭骨（pharyngeal）から構成され
る．

　基舌骨は鰓弓の最前部に位置する骨で，背面からみると棒

状であるが，側面から見ると背縁は直線的である．腹縁は中

央部分で腹側に膨出し，その部分は板状である．

　基鰓骨は基舌骨の後方に連なる3個の細長い骨で，側面に
はきわめて短い下鰓骨がつながる．第1基鰓骨は3個の内で最
も短く，後端は広くなっている．第2，3基鰓骨は，ほぼ同じ
長さで，第1基鰓骨の約2倍の長さであるが，第2基鰓骨の方
が太い．第3基鰓骨の後方は少し細くなる．
下鰓骨は左右対をなす骨で3対ある．第3下鰓骨が最も長
く，左右の端部が腹側で癒合している．第1下鰓骨は比較的
大きく，第2下鰓骨が最も小さい．
　角鰓骨は鰓弓の中で最も大きい一連の骨である．角鰓骨は

細長い長方形の骨で，第1角鰓骨は第2，第3角鰓骨よりわず
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Fig. 4. The upper and lower jaws of Xenocypris argentea. A and C, outside view; B and D, inside view. cp = coronoid process, Mc = 
Meckelian cartilage, Mr = Meckelian ridge, nc = neurocranial condyle, plw = palatinal wing, pmw = premaxillary wing, saf = 
suspensorial articulation facet.
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かに長い．第2，第3角鰓骨はほぼ同じ長さで，第4角鰓骨は
それらよりわずかに短く，前端から後下方に向かう短い突起

がある．それぞれ腹面は前後の端部以外が空洞となり，その

左右の縁に沿って鰓弁が並ぶ．角鰓骨の上端はそれぞれ上鰓

骨につながる．第1～3角鰓骨はそれぞれ第1～3下鰓骨の後端
に連なるが，第4角鰓骨の前端は下鰓骨とは特に連結しない．
第4角鰓骨後方には咽頭骨がつながる．
　上鰓骨は角鰓骨の上部に位置し，平たい湾曲した骨で，前

縁が肥厚する．上端で第1上鰓骨は第1咽鰓骨と，第2上鰓骨
は第1，第2咽鰓骨と，第3上鰓骨は第2咽鰓骨と，第4上鰓骨
は第2咽鰓骨とそれぞれ軟骨で連結している．
　咽鰓骨は2つあり、第1咽鰓骨は第2咽鰓骨の半分の大きさ
で，前端に短い突起がある．第2咽鰓骨は三日月状の骨で，
後端から伸びる軟骨で第4上鰓骨と連結する．
　咽頭骨の表面には多数の溝があり，骨板を重ねたように見

える．大きな咽頭歯があり，基後頭骨の咽頭突起と相対する．

咽頭歯は3列で歯式は4・2・6・3－3・6・2・4である．咽頭

歯の先端の形状は列によって異なる．最も内側の歯の大きさ

はまちまちで，大きなものでは幅広く，交合面がなくて先端

はフック状を呈する．2列目の歯は最も内側の歯と同様に平
たく，内側に向かって薄くなるが，全ての歯に交合面がある．

3列目と4列目の歯は棒状で，先端に交合面があり，互いに接
近している．

舌弓  Hyoid arch
Fig. 7

　舌弓は下舌骨（hypohyal），角舌骨（ceratohyal），上舌骨
（epihyal），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する．下舌骨は上位下舌骨

（upper hypohyal）と少し大きい下位下舌骨（lower hypohyal）
からなり互いに関節面で接する．後端は角舌骨と関節する．

　角舌骨は舌弓の中で最も大きい骨である．下舌骨との関節

Fig. 5. The opercular bones and supensorium of Xenocypris argentea. A, outsider view; B, inside view.
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Fig. 6. The gill arches and pharyngeal bone of Xenocypris argentea. A, dorsal view of the gill arches; B and C, pharyngeal bones.
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Fig. 7. The hyoid arches of Xenocypris argentea. A, outside view of hyoid arches; B, inside view of hyoid arches; C, lateral view of 
urohyal; D, dorsal view of urohyal; E, ventral view of urohyal.
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部分が最も幅が狭く，後部は急激に広がり，後下部は板状と

なり，第2鰓条骨の関節する凹みがある．角舌骨の背面部分
は溝状となり（舌動脈溝, groove for the hyoidean artery），舌
動脈が通る．

　上舌骨は前方で角舌骨と接し，それぞれの接する面は内

側で互いに波打つが，縫合状態にはない．前部外郭は腹側

に膨出し，板状で第3鰓条骨が関節する凹みがある．背縁
後端部に大きな凹み（間舌骨関節面, articulation facet for the 
interhyal）があり，間舌骨が関節する．
　間舌骨は極めて短い骨で，舌顎骨下端と接続骨上端が出会

うところに関節する．

　鰓条骨は3本で，うち2本は角舌骨と関節し，最後の1本は
上舌骨と関節する．第1鰓条骨上端の突起で角舌骨外側に関
節する．第2鰓条骨は角舌骨の外側の関節面に，第3鰓条骨は
上舌骨の外側の関節面にそれぞれ上端の突起でつながる．

　尾舌骨は左右の舌弓の間で鰓弓の下方に位置する1個の骨
である．下縁にそって広いフランジが左右に発達し，フラン

ジの後端は後方に伸びる．前端は二叉する．

脊椎骨  Vertebrae
Figs. 8, 9

　脊椎骨は24個の腹椎（abdominal vertebrae）と19個の尾椎
（caudal vertebrae）の計43個からなる．第1椎体は基後頭骨と
外後頭骨に関節する．　

第1，第2椎体は短く，第3椎体の半分程度の長さである．
第3，第4椎体はそれよりも後方の椎体より長い．
　腹椎には横突起（parapophysis）がある．第1～4までは特徴
的な形をしている．第1横突起は短く，前下方へ延びる．第2
横突起は極めて大きく，側方に張り出す．第3横突起は幅が
あるが，短い．第4横突起は太く，複雑で，途中から内前方，
内後方，外後方の3方向に分かれる．内側の2本で左右はつな
がる．第5～19横突起は短く塊状で，肋骨（rib）が関節する．
20～22横突起は前方のものより長く，細い肋骨が関節する．

23，24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．

尾椎には横突起はなく，血管弓門（haemal arch）があり，
その先端は血管棘（haemal spine）となる．背側にはいずれ
も神経弓門（neural arch）があり，その先端は神経棘（neural 
spine）となる．
　脊椎骨には，前後の脊椎骨と関節するための関節突起が

ある．神経弓門前端には前神経関節突起（松原ほか, 1979; 落
合, 1987）（anterior neural zygapophysis）（前神経顆突起: 松
原, 1971）が，後端には後神経関節突起（松原ほか, 1979; 落合, 
1987）（posterior neural zygapophysis）（後神経顆突起: 松原, 
1971）がある．特に腹椎前方の突起は著しく発達している．
血管弓門前端には前血管関節突起（松原ほか, 1979; 落合, 

1987）（anterior haemal zygapophysis）（前血管顆突起: 松
原, 1971）が，後端には短い後血管関節突起（落合, 1987）
（posterior haemal zygapophysis）がある．後血管関節突起は第

23腹椎から現れるが，前血管関節突起は第19腹椎から出現
する．

　肋骨は第4～22椎体の19対からなり，最後の2つの腹椎に
肋骨はない．第１肋骨は太くて短く，上端は幅広い．第2肋骨
は基部が幅広くないが，第3から第19肋骨は外側縁が肥厚し，
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．また，後方の3本は細く，特に最後の2本は先端
は幅広くない．

　ウェーベル器官（Weberian apparatus）は前方数個の脊椎骨
とその神経弓門，神経棘，横突起などが変形したもので、鰾

と脳の耳域を連絡し、音を伝える機能を有する．ウェーベ

ル器官は結骨（claustrum），挿入骨（intercalarium），舟状骨
（scaphium），三脚骨（tripus）からなる．
　結骨と舟状骨は第1脊椎骨の上方にある．結骨の後縁は第2
神経棘前縁に付着し，後縁上部は少し尖る．舟状骨前部は空

洞で，後部は細くなり斜上後方へと伸び，その先端は第2神
経棘と第3神経弓門の境界に位置する．挿入骨は下部は棒状
で上部は板状の骨である．三脚骨は上縁で第2，3脊椎骨側面

Fig. 8. The cleared and stained specimen (bones red) of Xenocypris argentea, KMNH VR 100,126, SL 112.0 mm.
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にしっかりと付着する．後部は後方に向かって次第に細く長

く延び，後端は内側に向かって緩やかにカーブする．

尾鰭骨格  Caudal fin skeleton
Fig. 10

　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: u1）は尾鰭椎前第1椎体（first 
preural centrum: pu1）に癒合する．幅広くて短く先端の尖っ
た尾鰭椎前椎体第1神経棘（neural spine of preural centrum 1: 
npu1）がある．第1尾神経骨（uroneural 1）は最後の椎体（pu1 
+ u1）に癒合し，側尾棒骨（pleurostyle）となる．
　第2尾神経骨は独立した一対の細長い骨である．上尾骨
（epural）は1本で，前端がやや広がり，尾鰭椎前椎体第1神経
棘と向き合う．

準下尾骨（parhypural）は第1下尾骨とその基部で癒合し，
最後の椎体（pu1 + u1）と関節する．準下尾骨の基部には下尾
骨側突起（hypurapophysis: pp）がある．
下尾骨（hypural）は6つある．第1～3下尾骨はほぼ同じ長
さだが，次第に短くなり，第6下尾骨ではそれらのおよそ1/3
になる．第2下尾骨は最後の椎体（pu1 + u1）と癒合する．第3
下尾骨の先端は太く，最後の椎体（pu1 + u1）と関節する．第
4～6下尾骨の前端は左右の側尾棒骨にはさまれる．
尾鰭椎前椎体第2神経棘（npu2）はそれ以前のものと同様

に長く，その基部は神経弓門を介して第2尾鰭椎前椎体に癒
合する．尾鰭椎前椎体第2血管棘（hpu2）の基部（血管弓門）
は第2尾鰭椎前椎体と関節する．第3尾鰭椎前椎体より前方の
血管棘は全て基部で椎体と癒合する．

尾鰭の主鰭条（principal caudal fin ray）は上葉が10本（そ
のうち最上の1本は不分岐主鰭条, unbranched principal caudal 
fin ray）で，下葉が9本（その内最下の1本は不分岐主鰭条）で
ある．尾鰭前部鰭条（沖山, 1988）（procurrent caudal fin rays）
は上葉に9本，下葉に8本である．

背鰭骨格  Dorsal fin skeleton
Fig. 11

　背鰭の前方には7本の上神経骨（supraneural）があり，最前
のものが最も大きく，全体に板状である．2番目以降の上神
経骨は背縁が幅広く，下部は細くなり，下端は尖る．最後の

2つは背縁の広がりは見られない．
　背鰭は3本の分岐しない軟条と7本の分岐軟条からなる．第
1不分岐鰭条は短く，粒状．第2不分岐鰭条の長さは第3不分
岐鰭条の約1/3．最後の不分岐鰭条は太く棘状で，先端部分
に分節が見られる．第1，2不分岐鰭条は第1近担鰭骨背縁の
凹み部分に関節する．それ以降は1本の鰭条と1本の近担鰭骨
とが対応する．ただし，最後の鰭条は，遠担鰭骨のみと対応

する．

担鰭骨は近担鰭骨（proximal pterygiophore），間担鰭骨
（median pterygiophore）と遠担鰭骨（distal pterygiophore）の3

Fig. 9. The posterior region of head and the Weberian ossicles of Xenocypris argentea. 
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つの要素からなる．

　近担鰭骨は前後に翼をなす．中でも，第1近担鰭骨の前翼
が最も大きい．第1近担鰭骨の前翼の叉は深い．近担鰭骨は後
方に行くにつれて次第に短くなる．近担鰭骨の後方には遠担

鰭骨が連なる．

　遠担鰭骨は一対の小骨で軟条の基部に挟まれるように関節

している．

　間担鰭骨は第4以降の近担鰭骨と遠担鰭骨の間にあり，
各々の担鰭骨と関節する．最後の間担鰭骨の後端には2つの
関節面があり，背側には遠担鰭骨，腹側には四角形を呈し

た背鰭終端骨（stay）がつながる．ちなみに背鰭鰭条の数え
方は最後の2本の分岐鰭条は1本と数える（Hubbs and Lagler, 
1949）．

臀鰭骨格  Anal fin skeleton
Fig. 11

　臀鰭は3本の不分岐鰭条と9本の分岐鰭条からなる．第1不
分岐鰭条は短く分節がない．最後の不分岐鰭条は最長．第1と
第2不分岐鰭条は第1遠担鰭骨とつながる．担鰭骨は3種類（近
担鰭骨, 間担鰭骨と遠担鰭骨）からなる．
近担鰭骨は前後に幅の狭い翼をなす．後方には遠担鰭骨が

関節する．第1近担鰭骨の先端は第3尾椎血管棘の後ろに挿入
される．

遠担鰭骨は対になった塊状の小骨で軟条基底部によって挟

まれる．

　間担鰭骨は鼓型を呈し，第4以降の近担鰭骨と遠担鰭骨の
間にある．最後の間担鰭骨後端には2つの関節面があり，背
側には三角形を呈した臀鰭終端骨，腹側には遠担鰭骨が関節

する．ちなみに鰭条数の数え方では最後の2本は1本として数
える（Hubbs and Lagler, 1949）．

肩帯  Shoulder girdle
Fig. 12

　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（meso-
coracoid），烏口骨（coracoid），射出骨（radial），後擬鎖骨
（postcleithrum）の8種類の骨と17本の胸鰭軟条からなる．
　後側頭骨は肩帯の最上部に位置し，背側に細くて長い突起

を持つ．この突起の先端は神経頭蓋の上耳骨，翼耳骨とつな

がる．骨の下部は管が通っており，上側頭骨からきた感覚管

は骨の前縁中央付近の孔から入り，下縁後部に抜けて，上擬

鎖骨へと向かう．

　上擬鎖骨は，後側頭骨下方に続く細長い骨で，上端が幅広

く次第に細くなる．背側には短い突出部を持つ．骨の上端付

近に短い管が通り，後側頭骨からきた感覚管はここを通り，

側線鱗へと抜ける．

　擬鎖骨は肩帯を構成する骨の中で最も大きい骨である．肩

帯前縁の大部分を縁取り，上部と下部はほぼ直角に近い．中

Fig. 10. The caudal skeleton of Xenocypris argentea. hpu = haemal spine of preural centrum, npu = neural spine of preural centrum, pp 
= hypurapophysis, pu1 + u1 = first preural centrum + first ural vertebra, un = uroneural.
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央から下方にかけては内側・外側それぞれがフランジ状の構

造となっている．

　肩甲骨は肩帯のほぼ中央に位置する．背縁で擬鎖骨内側と

中烏口骨，前縁で擬鎖骨の内側フランジとつながる．下縁で

烏口骨，中烏口骨下端の一部とつながる．上後部にある鞍状

の突出部で胸鰭第1鰭条と関節し，後縁下部で第1射出骨と関
節する．

　烏口骨は肩帯の下方を占める．背縁は擬鎖骨内側のフラン

ジと縫合によって結ばれる．内側後部の突出部で第2射出骨
と関節し，中烏口骨，肩甲骨と接する．烏口骨と擬鎖骨の間

で大きな窓を形成する．

　中烏口骨の上部は擬鎖骨と肩甲骨に接する．下端は少し幅

広くなり烏口骨と接し，後部下端で肩甲骨に接する．

　後擬鎖骨は細い骨で肋骨と似ているが，緩いS字形に湾曲
し，上下端共に尖る．上部は擬鎖骨の後下方内側に付着する．

　射出骨は肩甲骨，烏口骨の後方に位置する4つの骨片から
なる．第1射出骨は厚みがあり，後端は2つにわかれ，背側の
分岐は腹側の分岐の約半分で，1個の粒状の担鰭骨と関節す

る．腹側の分岐には2個の粒状の担鰭骨が関節する．第2射出
骨の前端は内外に分かれ，烏口骨を挟むように関節する．第

3，第4射出骨は前部は板状であるが，後部は厚みがあり，後
端は関節面となる．第4射出骨と鰭条の間に数個の粒状の骨
がある．胸鰭は1本の分岐しない軟条と16本の分岐する軟条
からなる．

腰帯  Pelvic girdle
Fig. 13

　腰帯は体のほぼ中央に位置する．基鰭骨（basipterygium）
の前端は分岐し，叉の深さは基鰭骨長の1/2を超えない．内
側の分岐が外側より少し短い．

腰帯の細長い主部の後端は腹鰭との関節になっている．後

端内隅部から後方に伸びる突起があり，そこで左右の基鰭骨

は接する．

3つの担鰭骨によって腹鰭条は支えられている．外側の2つ
とは異なり最後の担鰭骨は比較的大きく後方に長く伸びる．

Fig. 11. The dorsal and anal fins of Xenocypris argentea. A, supraneurals; B, doral fin; C, anal fin.
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Fig. 12. The shoulder girdle of Xenocypris argentea. A, inside view; B, outside view. 
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腹鰭は分岐しない2本の軟条と分岐する8本の軟条からな
る．第1不分岐軟条は短く，節がなく対をなさない．それ以外
の鰭条は分節があり，対をなしており，鰭の基部では基鰭骨

および担鰭骨をはさむように関節する．

考　　察

　長崎県壱岐産中期中新世のコイ科魚類化石研究のためにコ

イ科クセノキプリス亜科のXenocypris argenteaの全骨格につ
いて図示し，記載を行った．

　クセノキプリス亜科にはPseudobrama，Plagiognathops，
Distoechodon，Xenocyprisの4つの属が認められる（Zhao et 
al., 2009）．クセノキプリス亜科魚類の骨格については，友田
（1976）が X. argentea，Distoechodon tumirostris，Pseudobrama 

simoni（友田, 1976では Acanthobrama simoniとしている）の
頭蓋骨の外形と顎骨，方骨と舌顎骨，前鰓蓋骨と主鰓蓋骨，

ウェーベル氏器官の一部ならびにPlagiognathops microlepis
の咽頭骨と咽頭歯を図示し，記載している．Shan（1998）
はXenocypris davidiの副蝶形骨と基後頭骨とX. davidiとD. 
tumirostrisの顎骨と咽頭骨と咽頭歯を図示し，記載している
が，これまでにクセノキプリス亜科魚類の骨格全体を図示

し，記載したものは見当たらない．

　クセノキプリス亜科魚類に最も近縁なのはクルター亜

科魚類と考えられている（e.g. Chen et al., 1984; Cavender 
and Coburn, 1992; He et al., 2004; Mayden et al., 2009）．クル
ター亜科の全身骨格が図示記載されているのはHemiculter 
leucisculusであるが（籔本ほか, 2008），この骨格と比較する
と前篩骨のほとんどの部分が軟骨であること，眼上骨が短

く，眼窩背部の前半部しか構成しないこと，眼窩蝶形骨と副

Fig. 13. The right pelvic girdle of Xenocypris argentea. A, dorsal view; B, lateral view; C, ventral view; D, ventral view without finrays.
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蝶形骨が縫合すること，基後頭骨の咽頭歯とかみ合う部分が

大きく前下方に広がること，顎骨が特殊化していること（主

上顎骨は背腹に深く，前端部の関節突起が大きく発達し，背

縁後部の上に向かう翼は幅が極めて狭いこと，前上顎骨は短

く，靴べら状で，前端に上向突起がないこと，歯骨の口縁部

は極めて短く，烏口突起が著しく発達すること，角骨の方骨

との関節部が大きいことなど），第2，第3基鰓骨が短いこと，
咽頭骨に多数の細かい溝があること，角舌骨と上舌骨に鰓条

骨の関節するための凹みが発達すること，第4椎体の神経棘
が太く，前方に反ること，後側頭骨が細長いことなどで異な

る．

友田（1976）やShan（1998）と比較すると，顎骨はDistoech-
odon，Pseudobramaでも特殊化していること，特殊化の程度は
属によって異なること，咽頭骨に同じような溝があることな

ど，共通した特徴が見られる．
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