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トミヨ属雄物型：きわめて限定された生息地で

湧水に支えられる遺存種の命運

Conservation perspectives for the 9-spine stickleback

(Omono type) in spring-fed habitats of 

Akita and Yamagata Prefectures

トミヨ属雄物型Pungitius sp. (Omono type) はトゲウオ
目トゲウオ科に属する日本固有種で，東北地方のきわめ
て限定された地域に生息しており，遺伝的にも形態的
にもトミヨ属の独立種として認識されている（高田，
1987;  Takata et al., 1987）．環境省のレッドデータブック
では「イバラトミヨ雄物型」の名称で（後藤，2003），
2007年に発表されたレッドリストでは「トミヨ属雄物
型」として，いずれも絶滅危惧 IA類として記載されて
いる．同様に，秋田県版レッドデータブックでは「イバ
ラトミヨ雄物型」（杉山，2002），山形県版レッドデータ
ブックでは「イバラトミヨ特殊型（イバラトミヨ雄物
型）」（本間，2003）としてそれぞれ絶滅危惧 IA類とし
て記載されている．本種を含むトゲウオ類の分類学的諸
問題や生態的・遺伝的研究などについては，後藤・森
(2003) に詳しい．
トミヨ属雄物型（以下，雄物型）の体長は60 mm程
度で，背部に9本前後の棘をもつ．トミヨ属淡水型（以
下，淡水型）と形態的に似ているとともに一部地域では
同所的に分布する地点もあるが，雄物型の背鰭棘鰭膜
は黒色であるのに対しトミヨ属淡水型は透明であり，両
種の識別は容易である（河又・杉山，2002）．なお，こ
の特徴は体長20 mm程度の小型個体やメスにおいても認
められ，産卵期のオスは尾鰭を除き全身が強い黒色にな
る（図1上）．鱗板数は変異に富み，雄物川水系では33

枚前後で連続しているもの，途中で欠け不連続のもの，
体後方のみに8枚前後を有するものなどが認められてい
る．山形盆地に生息する個体群の鱗板は連続するが退化
的である（図1下）．これらの変異はトミヨ属雄物型の
多型であり，中でも，山形盆地の個体群は本種の中で
もっとも大きく分化していることが明らかとなっている
（Takahashi and Goto, 2001;  高橋・後藤，2003）．

分布の現状

雄物型は秋田県と山形県にのみ分布する．秋田県で
は雄物川水系だけに分布し，扇状地に位置する仙北市，

美郷町などの湧泉（地下水が自然の力で地表にわき出す
地点で，池沼となっている場合が多い）およびそれと連
続した水路を中心に局所的に分布している．これらの扇
状地には奥羽山脈の集水域から運搬された礫が堆積し，
扇端部では伏流した地下水が湧出しており，南北に広い
範囲で湧泉帯を形成している．河川では雄物川水系玉
川およびその支川，雄物川本川の上流の湧水があるワン
ドや湧水が豊富な小河川など限定された場所にわずかに
生息が認められている（杉山・草薙，2005）．雄物型と
淡水型が同所的に生息していることから，横手市の琵琶
沼 (1,832 m2)，天龍沼 (959 m2)および荒小屋沼 (1,827 m2)

の3か所の湧泉が1998年に秋田県指定天然記念物に指
定された．
山形県におけるトミヨ属の分布は，最上川流域にある
庄内平野，新庄盆地，山形盆地の3地域に大きく区分で
きる．そのうち，雄物型の現在の分布は，山形盆地の乱
川扇状地の扇端に位置し，湧水地帯である天童市と東
根市の一部地域に限定されている．地元では「トゲズ」
などと呼ばれ，「巣をつくる大事な雑魚」と年長者に教
えられてきたという．かつては，この地域においては面
的に分布し，どこにでも見ることができた．また，山形
盆地では，最上川流域の東側に位置する天童市や東根
市の対岸（西側流域）になる寒河江市西根にも分布の
記録がある（橋本，1938）．天童市高木地区および東根
市羽生地区における雄物型の生息地（図2）が，1986年
に山形県指定天然記念物となっている．
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図1．トミヨ属雄物型．上，秋田県仙北市産の産卵期の
オス個体；下，山形県東根市大富産（アリザリンレッ
ドSで硬骨部分を染色した標本）．



生態的特徴

秋田県，山形県の雄物型とも，産卵期間は3月から8

月と長期におよび，そのピークは年および場所により異
なるが，5月から6月である場合が多い．平均的な寿命
は1年と考えられるが，一部の個体は2歳まで生残する．
営巣場所は岸から 30 cm以内，水深は 30 cm以下で，

流速は毎秒5 cm以内の場所に多く認められる．営巣の
支柱となる基質はミクリ属やセキショウ，その他のイネ
科植物である場合が多いが，枯れ枝やヤナギ類の根など
も利用される（秋田県農林水産部農地整備課，未発表）．
生息地における水生植物の存在は重要で，営巣支柱と
しての利用だけでなく，外敵からの隠れ場所や流速緩和
効果も認められる．構成種としてはスギナモ，コカナダ
モ等の沈水植物，ミクリ属，ミゾソバ，セリなどの抽水
植物からなるが，秋田県生息地ではエゾミクリ，ナガエ
ミクリ，バイカモ，スギナモ（秋田県農林水産部農地整
備課，未発表），および山形県生息地ではオオアカウキ
クサ，ホザキノフサモ，オオミクリ，マツモ（山形県教
育委員会，1995;  大富イバラトミヨを守る会，2006）な
どの多くの絶滅危惧種が確認されていることも注目され
る．本種以外に湧水域で生息する魚種は少なく，ドジョ
ウ1種である場合や，そのほかスナヤツメ，アブラハヤ
など数種である場合が多い．
摂餌対象は時期および場所により異なるが，トビケラ
目，ワラジムシ目（ミズムシ），ハエ目（ユスリカ），ヨ

コエビ目，ミジンコ目などを選好し，クモ綱，カメムシ
目などの陸生生物や巻き貝類の稚貝，トミヨ属魚類の卵
や植物片なども利用する．
生息地周辺の河川水温は年間水温 9.6–20.0°Cの範囲
で変動するが，両県とも湧水自体は年間を通じて13°C

前後と安定している．水質として，小見川において硝酸
性窒素（地点によって9.6–27 mg/l）が高いものの，全体
的にBODは0.5 mg/l以下，SSは1 mg/l以下ときわめて清
澄で，pHは6前後とやや低い場合が多い（山形県教育
委員会，1995;  秋田県農林水産部農地整備課，未発
表）．
複数の湧泉が水路によって連続している地区で移動性
を調査したところ，最大で水路から湧泉に480 mを移動
する事例が認められた（秋田県農林水産部農地整備課，
未発表）．このことは，本種を保全する際，湧泉と水路
を単位としたネットワークを維持することの重要性を示
唆している．

現状の問題点

秋田県における現況 1960年代初頭から現在に至る
まで，開田や用水不足の解消，作業効率の向上などを
目的とした大規模な農業基盤整備事業により，雄物型
の重要な生息地である多くの湧泉が埋め立てられてき
た．1988年には，横手盆地北部で確認された湧泉数は
143，うちその時点で機能していた湧泉は81，埋められ
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図2．山形県東根市の県天然記念物指定地の小見川上流（右側）．左側水路は分水されてニジマスの養
殖に利用されている．



暗渠排水となったものが50，枯渇が12で，その要因と
しては，河川からの砂利採取による河床の低下が地下水
位の低下をもたらした可能性が指摘されている（梅宮，
1995）．
横手市平鹿町では地下水位と湧水量とは比例し，地
下水位は水田の灌漑期に高く，非灌漑期に低い．とり
わけ冬季の積雪最深期にもっとも低下し（平鹿町教育委
員会，2005），2006年以降は，湧水のきわめて不安定な
状態が続いている．湧水量の減少により水温の変動幅が
大きくなり，特に冬季の結氷や夏季の高水温は生息環境
をいっそう不安定なものにしている．極端な場合は，湧
水が枯渇し，雄物型を含めそこに生息するすべての魚類
が死亡した事例も確認されている．この湧水量の減少は，
冬期の消雪のための地下水くみ上げと積雪による地下浸
透の減少，地下水を利用する工場の新設などによると推
察される．また，今後も水田の畑地化や市街地化による
宅地面積の増加，舗装道路の増加，土水路の改修など
による不透水性地表の増加が予想され，さらなる湧水量
の減少が懸念されている（齋藤，1995）．
灌漑期には，湧水に含まれる燐と窒素の濃度が高くな

り，水田で使用される肥料の影響と推察されている．こ
れらの栄養塩類はアオミドロの異常繁茂やヨシ，マコモ
など抽水植物帯の発達による陸地化，さらにはアメリカ
ザリガニの異常繁殖などを招来していると考えられる．
アオミドロについては，これまで多くの湧泉や人工的に
造成されてきた「保全池」で，ほぼ周年にわたり底面の
相当部分を覆う異常繁茂が認められている．これにより，
昼間における溶存酸素の過飽和や枯死アオミドロの堆積
など本種の生息環境の悪化が認められている．原因につ
いては，湧水量の減少により水深が浅くなったこと，周
辺の樹木の伐採による太陽光の照射量の増加，前述の
栄養塩類との関連などが推察されるが，対応に苦慮して
いる．
本種の生息域では農業基盤整備事業が行われ，その
代償として「保全池」がつくられている．保全池には，
既存の湧泉を改修したものと，まったく別の地点に湧水
を導水し新たな生息地を造成したものとがある．しかし，
両タイプとも整備事業と関連して人為的に造成されたも
のであることから，流入・流出する水路はあっても，閉
鎖的で孤立したものが多い．また，側壁が板柵となり周
囲に観察道路が付設され，「保全池」という名称であっ
ても事業実施のための「言い訳」として造成されたもの
で，本来の生息状況を反映していないものも少なくない．
現在，この保全池でいくつかの問題が起きている．2000

年にトミヨ属雄物型を対象として造成された湯沢市の保
全池（約180 m2）には淡水型が放流され，2001年の時
点ですでに両種の交雑個体が出現し，2006年では過半
が淡水型との交雑個体であった（杉山・河又，未発表）．
こうした事態は，周知と管理がなされないと今後とも起
きる可能性がある．
さらに，2006年に造成された大仙市の雄物型の保全

池 (200 m2) では，外来魚の密放流が発生した．2008年6

月の調査ではオオクチバスは認められなかったが，8月
に突然当歳魚が確認された．一方，この保全池の雄物
型は6月には60尾が確認されたが，オオクチバスの生息
が確認されて以降，同年内調査において激減している．
山形県における現況 東根市小見川における1994年9

月から翌年 3月までの山形県教育委員会 (1995) の調査
によれば，本生息地は概ねトミヨ類の生息に適した湧水
量もあり，巣材や営巣基質としての水草なども繁茂し，
県指定生息域内では全体的に生息が確認されている．し
かしながら，流れが澱むところではアオミドロが一面に
発生し，生活排水の流れ込み周辺では底質がヘドロとな
り，ドブ化していると報告されている．
「大富イバラトミヨを守る会」によって秋季に実施さ
れる小見川の生息数調査によれば，2004年から2007年
に 1,000–2,000個体程度が生息すると推定されている
（大富イバラトミヨを守る会，2006;  山形県内水面水産
試験場資源調査部，2008）．しかしながら，2007年頃か
ら減少し，2008年には激減して100尾程度であったとい
う（大富イバラトミヨを守る会，聞き取り）．つまり，
ここ3年ほどの間に個体数が極端に減少し，魚影があま
り見えない状況となっている（地元での複数の聞き取り，
および 2008年 11月現認）．また，この小見川と隣接
（最短で約200 m）する荷口川では，1997年から1999年
に数十尾程度が確認されているが，2001年の調査では確
認されていない（2008年11月未確認を現認）．本川には
生活排水や工場廃水，養魚場からの残餌や死骸が流入
して，水底はヘドロ化し，水草類が少なく，下流ではオ
オクチバスが確認され，生息環境としては不適な環境が
進行している（大富イバラトミヨを守る会，2006）．
山形県の当面の問題点は，地下水揚水による湧水量
の影響と産業および生活活動に伴う水質悪化である．小
見川流域では1929年に養鱒が始まり，1933年には民間
19業者が水産養殖の事業化をしている．小見川で天然
記念物指定されている約400 mの区間には計68カ所の明
確な水源があり，湧水が12カ所，井戸（人工施設）が
51カ所，排水が5カ所ある．小見川の全体の河川流量を
検討した結果，井戸水を水源とする流入水が42.4%にも
なると解析されている（長谷川，2006）．すなわち，雄
物型が生息する小見川は，元来，湧水をその水源として
きた小河川であるが，近年はサケ科魚類を中心とした養
殖場が上流域にでき，その地下水揚水によって水量が保
たれている．
こうした井戸には1920年代後半（昭和初期）以前か
らの古いものもあるが，1950年代後半から1970年代の
高度経済成長期に養鱒業が隆盛し，多数の揚水施設が
布設された．その結果，養鱒場の揚水された使用排水に
よって水量が確保されて，雄物型の生息にとって不可欠
な周年的に温度一定の水温が保たれている．つまり，余
剰給餌や魚の死骸，魚糞などの流入による水質悪化の懸
念がある一方，現状においては，それ以上に養鱒場は水
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温一定の湧水を一定量放水する役割を担っている．
また，小見川においては，養魚場から逸脱したニジマ

スが泳ぎ回っているが，大型のニジマスの泳力により，
トゲウオ類の巣が跳ね上げられ，破壊されることが知ら
れている (Mori, 1995)．放流されたニジマスやコイを除
去することによって，壊滅的になっていたハリヨやバイ
カモが短期間に復活した事例もある（森，1997）．
こうした生息地自体の水環境だけでなく，検討しなけ
ればならない課題は流域一帯の伏流域にもある．最上川
と出羽山地の間にある乱川扇状地の扇央部は，サクラン
ボを中心とする一大果樹園地帯である．生息地は扇状地
扇端部に位置するため，果樹園のある扇状地上流域一
帯から当然，肥料および除草剤など農薬の下流域への流
出が心配される．また，直近の上流側に山形空港がある
ため，空港整備による融雪剤などの浸透および流出への
注意も払うべきであろう．融雪剤に含まれる尿素につい
ては問題がないとされているが（山形県教育委員会，
1995），涵養域を伏流する湧水量や，周辺流域から流入
する直近の生活排水や産業排水・廃物による水質悪化
の問題に加えて，涵養域の湧水自体の質への注意は必要
である．

保全への課題

湧泉の保全と湧水量の確保 雄物型の生息場所は，
基本的には湧泉とそれに連続する水路および小河川であ
る．ある湧泉が無くなれば，同時にその湧泉を水源とす
る水路も消滅し，そこを主要な生活の場としている個体
群が絶滅するのは自明である．現在，ほぼ自然状態にあ
る湧泉や湧水河川はきわめて少なく，各生息地の湧水量
の著しい減少が認められている．地下水の揚水抑制や積
極的な地下水涵養により，湧水量の確保を図る必要が
ある．そのためには，生息地の湧水周辺だけでなく，扇
状地の伏流域の水文学的な研究調査が必須であり，伏
流水脈の解析と湧水の起源，年および季節変動を加味
した伏流水の水質を含む動態の解析が望まれる．
また，湧水の水温は気温と直接連動しており，気温の
上昇は湧水の水温上昇を招くことが知られている（山
本，1983）．本種が生息している湧水の水温については
現在のところ上昇傾向は認められていないが，地球温暖
化との関連においても留意する必要がある（Mori, 2000;

杉山，2006）．
農業基盤整備事業における保全対策 雄物型の生息
場所は，主として「水田地帯」であることから，長年に
わたり行われてきた圃場整備事業により，本種の生息環
境はさまざまな影響が与えられてきた．逆に，農業活動
が，本種が生息する湧泉や水路の維持に効果的に機能
していた要素も少なくない（神宮字ほか，1999）．秋田
県では，県単独予算による「ほ場整備関連生態系保全
連携事業」が実施されている．これは，圃場整備関連事
業において，貴重な動植物の生息が確認された場合，保
全水路や保全池などの整備に要する「かかり増し」経費

については受益者負担分を県が交付するというものであ
る．これまでに，本種を対象に9地区で保全水路，保全
池，地下水涵養水路などの保全対策が実施されてきてい
る．しかし，造成したこれら施設が永続的に機能するた
めには地元住民の連携活動が不可欠である（保坂，
2007）．また，新たに造成する施設に関してはモニタリ
ング調査が必須であり，その結果に基づき効果的な保全
対策を取り組む必要がある．
地域個体群の保全とその体制づくり 雄物型は個体群
ごとに形態的・生態的・遺伝的な特徴をもつ（田中，
1982;  Takahashi and Goto, 2001）．こうした個体群間変異
は，その主要な生息地である湧泉を最小単位とした保全
の重要性を意味している．
秋田県雄物川水系と山形県最上川水系に生息するト
ミヨ属魚類の生息環境が悪化していること，およびそれ
らの保全の必要性に関しては多くの報告がある（例えば，
森，1997;  神宮字ほか，1999;  高村ほか，2000）．しか
しながら，雄物型の生存基盤は，上述のとおり，きわめ
て脆弱であり，その減少原因も多岐にわたっている．本
種の保全に取り組む際に重要なことは，まず，対象種に
かかわる生物学的および非生物学的情報を含む科学的知
見である．これをベースにして保全対策を取り組むこと
がもっとも効果的で効率的である．保全対策の実施の有
無にかかわらず，本種の生息状況に関するモニタリング
調査は必須である．これがなくては，何が起きているか
正確に把握できず，予防原則に立った対応と順応的な管
理はできない．また，これらを実施するためには，効果
的な役割分担を担う体制を構築しなければならない．地
元の住民，NPO団体，市町村，県，国などそれぞれが
できることを見極め，情報を共有しながら，本種の生存
を永続的に保証するための総合的対策に取り組まなけれ
ばならない．
そうした総合的対策の取り組みとして，山形県小見川

水系における地元住民が中心となった継続的な保全活動
がある．本活動は，当生息地が山形県指定天然記念物
になった1986年に「小見川とイバラトミヨを守る会」と
して発足し，1996年12月に「大富イバラトミヨを守る
会」と改称される団体によるものである．当会は，日常
的な観察・管理による生息域保全だけでなく，講演会や
個体数調査など啓発活動を毎年行い，1995年には「第
一回トゲウオ・サミット全国大会」を開催している．ま
た，県事業として2003年11月には専門家を交えて調査
検討を進めていく「小見川イバラトミヨ検討会」（2004

年2月の第2回から「小見川塾」と改称）が設置された
が，2007年末には解散となっている．これは大変残念な
ことであったが，2009年5月には，官民一体で「東根市
『イバラトミヨ生息地』保存連絡協議会」（仮称）が設
立されたという．
こうした地元有志を中心として行政が窓口となって構
成されている協議会は，地域住民・行政・研究者の三
者が交流する場として重要であり，今後そこで議論され
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たことの実践が不可欠である（片野・森，2005）．基本
的には，協議会等で議論された方向性を基軸に置いた地
域住民の恒常的な活動が，保全の中心的な役割を担っ
ていくものと位置づけられよう．そのためには当面の目
標を，根拠をもって立て，活動を系統的に促進するさら
なるシナリオを，関係する三者の合意形成をもって構築
していくことが強く求められる．
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ムサシトミヨ：世界中で唯一熊谷市に残った魚

Musashitomyo (Pungitius sp.), a fish restricted to a single

stream in Kumagaya City, Saitama, Japan

生物学的特徴 ムサシトミヨPungitius sp. は，トゲウ
オ目トゲウオ科トミヨ属の淡水魚で，埼玉県熊谷市の元
荒川上流域（利根川水系）のみに分布している．ムサシ
トミヨの生息地は，太平洋側としては次に南方のトミヨ
属の生息地である青森県南部から地理的に大きく離れ
て，孤立している（高田，2003）．
ムサシトミヨは，かつてイバラトミヨPungitius pungi-

tiusに同定されていたが（池田，1933），その後，関東
地方に分布する個体群は，形態や生態に種々異なった点
が見られることから，別種として和名のみ命名された
（中村，1963）．体側の鱗板列は尾柄部にだけ4–7個あ
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り，全長は35–60 mmで，背鰭8–9棘10軟条，臀鰭1棘
7–9軟条，腹鰭1棘1軟条である．体色は緑がかった暗
褐色で，体側に薄黒い斑紋が散在している．イバラトミ
ヨとは，各鰭が橙黄色を帯び尾柄部が短いこと，体高が
高く，頭部が全体に丸いことなどで異なっている．成熟
した雄は，腹部を中心に暗黒色が出現する個体や全体的
に暗黒色化する個体など多様である．
ムサシトミヨは，湧水を水源とし，水温が12–20°Cの
エビモやオランダガラシが繁茂する細流で生活している．
雄は水草等で直径3 cm程の球形の巣を造り，雌を誘い
込み，巣内で産卵する．雄は，卵がふ化し，稚魚が巣立
つまで巣を守る．卵は，50–150粒の卵塊で，卵径は約
1.6 mm, 10–14日でふ化し，ふ化仔魚は全長約4 mm程度
である．半年後には3 cmほどに成長し，飼育下では生後
7か月で成熟する．産卵後死亡する個体が多いことから
1年魚とみられている．食性は雑食性であり，ミズムシ，
ユスリカ，イトミミズなどの底生小動物を好んで食べる
（金澤，2009）．
分布記録 ムサシトミヨは，東京都では杉並区善福寺
川，練馬区石神井川，三鷹市井の頭池，また埼玉県内
では，本庄市元小山川，熊谷市元荒川，川越市新河岸
川流域など，もともと限られた水域に分布していた（池
田，1933;  中村，1970, 1980）．1960年代の高度経済成
長期に，地下水が盛んに汲み上げられ，地下水位の低下
により湧き水が涸渇したことが生息地を狭めた原因と考
えられている．さらに，合成洗剤の普及とともに生活排
水が生息地に流入し，水質の悪化を招いた．
熊谷の一部に残った理由 熊谷市の生息地では，湧
泉を養鱒研究に利用した水産指導所熊谷養鱒地（現：
熊谷市ムサシトミヨ保護センター）が，国の水産増養殖
奨励規則に基づき，1957年に熊谷市農政課の誘致によ
り設立された．その3年後に湧水が涸れはじめたため，
地下水の汲み上げが行われるようになった．1961年には
熊谷養鱒地から下流に民間の養鱒場が，また1963年に
は支流に埼玉中央漁協養鱒場が設立され，湧水の涸渇
とともに地下水の汲み上げが行われた．その結果，生息
地には一年中豊富な水が流れた．このような人為を介し
た水環境により，ムサシトミヨは絶滅の危機から生き残
ることができたのである．県内の生息地は，1970年代に
は，唯一熊谷市だけになってしまった（金澤，2005）．
現在，ムサシトミヨが生息している範囲は流程で約2 km

である．
生息域の現状と法的保全措置 現在，県では，人が
飲めるほどの良質な地下水をムサシトミヨの保全のため
に日量5,000 m3流している．この水を言わば生命維持装
置として，ムサシトミヨはかろうじて生存している．水
源はこの施設のほかに2つの民間養鱒場からの排水のみ
である．生活排水対策は重要な課題であり，迂回水路
等が検討されていたが（埼玉県，1986），1990年に熊谷
市の天然記念物指定区域400 m以内には，生活排水が流
入しないように整備された（熊谷市教育委員会，1993）．

しかしながら，その下流では，生活排水の流入などのた
め生息環境は悪化し続けており，絶滅の危機に瀕してい
る状況は変わらない．

1984年に本種の生息地は熊谷市の天然記念物に指定
された．その後，1991年には，市の天然記念物指定区
域が埼玉県の天然記念物に地域指定され，同年，「埼玉
県の魚」に指定されている．さらに，2000年には，埼玉
県希少野生動植物の種の保護に関する条例に基づき，
県内希少野生動植物種に指定され，採集が禁止される
など，法律に基づく保護が行われている（金澤，2005）．
環境省のレッドデータブックでは，ごく近い将来におけ
る野生での絶滅の危険性が極めて高い「絶滅危惧 IA類」
とされている（環境省，2007）．2008年には生息地が環
境省の平成の名水百選に選定された．
生息数の半減と生活排水の流れ込む生息地 ムサシト
ミヨ保全推進協議会（後述）が実施した2005年度の生
息数全数調査では，5年前の生息数に比べてムサシトミ
ヨは15,000尾に半減した．減少した原因としては，生息
地への生活排水の流入，過度の藻刈りと水鳥による水草
の食害等が考えられた．下水道が整備されていないこの
地区では，くみ取りと単独処理浄化槽が8割を占め，台
所と浴槽の排水は生息地に直接流れ込む状況にある．
生息地へ流れ込む生活排水は約1,500世帯分で，日量
約1,000 m3あり，それを県と民間養鱒場から放流する日
量約20,000 m3のきれいな水で希釈しているのが現状で
ある．県環境科学国際センターの水質測定結果から，生
活排水による汚濁の進行が明らかとなり，稚魚や餌とな
る底生小動物への影響が懸念されている．このまま水質
汚染が進行すると，近い将来にムサシトミヨが絶滅する
ことが危惧される．
県営さいたま水族館を中心とする保護活動 ムサシト

ミヨの保護啓発活動については，1983年に県営さいたま
水族館が繁殖・保護啓発活動を開始し，人工増殖技術
を開発してムサシトミヨを常設展示した（金澤，1984）．
翌年には特別展「トゲウオの仲間たち」が開催され，同
時に熊谷市により生息地が天然記念物に指定されるな
ど，ムサシトミヨを広く埼玉県民に啓発しつつ，保護に
向けた取り組みが始まった．しかし，地域住民の環境意
識は薄く，思うような成果があがらなかった．
そこで，まずムサシトミヨの保全・保護教育が必要で
あると考えられ，1985年に生息域内の熊谷東中学校の
池を改良して増殖池 (4 m2) が造られた．ここで増えたム
サシトミヨを生息地に放流するなど，飼育体験を通して
保護の必要性を認識してもらうことを目的とした環境保
全教育が行われた．この増殖池では，生息地と同様にオ
ランダガラシ，ミクリ，エビモなどをプランターに植裁
する等の工夫を行い，順調な繁殖が行われることが確認
された（金澤，1986）．この成果により，翌年，熊谷市
は熊谷東中学校へムサシトミヨの増殖を委託することと
し，科学クラブが中心となりムサシトミヨの飼育がはじ
まった．
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一方，（財）日本動物園水族館協会は，日本産希少淡
水魚検討委員会における系統保存事業として，ムサシト
ミヨについては，さいたま水族館を中心として位置付け，
栃木県なかがわ水遊園，しながわ水族館，井の頭自然文
化園水生物館，越前松島水族館，琵琶湖博物館，宮津
エネルギー研究所水族館を繁殖担当園館とした．現在ま
でにそれぞれの施設でムサシトミヨの繁殖・系統保存が
行われている（金澤，2005）．
地元小中学校での繁殖 1987年より，環境庁野生生

物保護事業において，絶滅に瀕している種に対する緊急
保護対策が取られ始め，人工増殖，生息環境の維持改
善，普及啓発等保護増殖に必要な事業を実施する目的
で，ムサシトミヨとヨナグニサンが国の補助を受けた．
この事業で生息域が学区になっている佐谷田小学校と久
下小学校で人工増殖池が造成され，また，熊谷東中学
校では新たに流水型の人工増殖池が造成されるなど，ム
サシトミヨの増殖が本格的に始められることになった．
これらの人工増殖池では地下水を汲み上げ，掛け流し，
一部は循環方式も併用した．熊谷市から各学校へ増殖
委託が行われてから，毎年10–11月に繁殖調査を実施し
ている．生徒や指導機関でその年に繁殖した個体の計数
を行い，翌年の親魚候補を池に戻すとともに，それ以外
は生徒らの手で生息地の最下流へ放流されている（金
澤，2005）．今日まで24年間の繁殖数にはバラツキはあ
るものの，合計12,950尾に達し（ムサシトミヨ保全推進
協議会，2009），ムサシトミヨの保護啓発および増殖基
地，種の保存機関としての役割を十分に果たしてきたと
言える．
地域住民の保護の取り組み 同じく1987年に「熊谷
市久下ムサシトミヨをまもる会」が発足した．現在は
「熊谷市ムサシトミヨをまもる会」に改名し，天然記念
物指定区間の監視，除草，清掃，保護活動の普及啓発
を行っている．熊谷市ムサシトミヨ保護センターの展示
室で，毎月第1, 3日曜日の午前9時から10時まで，ムサ
シトミヨや解説パネル等を一般に公開している．
行政と地域住民等の保全活動 1990年に，ムサシト
ミヨの保護に関する関係機関の連絡調整を行い，保護啓
発および生息河川の環境整備を推進することを目的とし
たムサシトミヨ保全推進協議会が発足した．協議会は，
熊谷市および埼玉県，市内小中学校，自治会，まもる
会，自然保護団体などから構成されている．協議会で
は，生息地の浚渫，生息個体調査，小中学校増殖池の
繁殖調査，生息地の除草・清掃・監視，生息地の観察
会，保護啓発展示等が行われ，ムサシトミヨの保護体系
（金澤，1986）に基づき，行政と学校，流域住民が連携
し，地元に密着した手厚い保護対策が構築された．
しかし，この会は発足して20年になるが，活動主体
が実質一部の組織のみとなり，生息地で本種が絶滅の危
機に瀕しているという現状について十分な認識を共有で
きなくなっている．その結果，保全対策において相互連
携が図られていないのが現状である．筆者が属する埼玉

県環境科学国際センターは2004年度から協議会へ出席
しているが，協議会では代理人の出席も多く，重要案件
が十分に検討できていない．協議会総会では，公共下水
道整備の推進や生活排水を生息地に入れない迂回水路
の設置など，重要な保全対策を提言しているが，いまだ
に先が見えない状況にある．協議会では，2008年度に地
域における生物多様性の保全・再生に資する活動等を支
援する「生物多様性保全推進支援事業」の採択を受け，
保全事業を行うこととしている（環境省，2008）．
試験研究機関の取り組み 埼玉県環境科学国際セン
ター（2003年度末に埼玉県農林部農林総合研究セン
ター水産研究所熊谷試験地が廃止され，改組）は，毎
年ムサシトミヨを数千尾繁殖させ，危険分散用の資源復
元種苗の増殖，小中学校等の保護普及用の展示飼育種
苗の増殖，移植適地調査（危険分散のために現在，河
川環境管理財団の河川整備基金の助成を受け，以前ム
サシトミヨが生息していた本庄市への再導入を検討して
いる），生息地の河川生態調査，遺伝的解析などを行っ
ている．ムサシトミヨが生息地で自然の状態で安定的に
存続できることを目標に研究を続けている．
今後の課題―急がれる公共下水道整備 埼玉県環境
科学国際センターでは，2006年から生活排水を浄化す
る試験を開始した．軽石を敷き詰めた傾斜土槽方式
（四国等で実用されている浄化システム）の浄化施設を
流域の排水路を堰上げして設置し，排水を浄化する仕組
みの研究を行っている．流域住民に，各家庭から出る生
活排水をできる限りきれいにして流すという意識啓発を
促すことを含んでいる．
埼玉県では川の面積が全国 1位であることに注目し
て，2007年に「川の国埼玉，川の再生基本方針」を定
め，2008年から「水辺再生100プラン」などを実施し，
清流の復活などを進め，「川の国埼玉」の実現を目指し
ている．熊谷市では，補助制度を用いて合併浄化槽の設
置に努めている．しかしながら，生息地流域の生活排水
流入状況を踏査した結果，生息域に沿うように熊谷公
共下水道荒川幹線がすでに設置されており，このような
インフラ整備状況を見ると，生活排水はこの荒川幹線へ
の接続が良策と思われる．
川への関心が高まる中，川を清流にして魚が見える
川，地域住民に親しまれ，近づくことのできる川づくり
が今求められている．このため今日，絶滅の恐れの非常
に高いムサシトミヨが生息している元荒川上流には，流
域3 km程の公共下水道整備が急務である．市・県・国
が本気で希少野生生物の保全に力を入れずして「川の国
埼玉」は名乗れない．ムサシトミヨの生息地を安心して
後生に残すことが行政の責務であり，そのためにはムサ
シトミヨを守ろうという流域住民一人一人の意識改革が
必要ではないだろうか．まずは，地元の熊谷市の魚にム
サシトミヨを指定することなどを通じて，いっそうの手
厚い保全・保護対策を行うことが望まれる．
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名前のないトゲウオ類

Two unnamed Japanese sticklebacks (Pungitius spp.)

今回の「日本の稀少魚類の現状と課題」は，ムサシ
トミヨとトミヨ属雄物型についてである．前者には学名
が，後者には学名も標準和名もまだない．
従来，日本産トミヨ属Pungitiusは鱗板列の連続性な

どの形態的特徴に基づきトミヨ (P. sinensis)，イバラトミ
ヨ (P. pungitius)，エゾトミヨ (P. tymensis)，ミナミトミヨ
（P. kaibarae，日本では絶滅），およびムサシトミヨ (Pun-

gitius sp.) に分類されていた．ところが，遺伝情報によ
る系統解析を行なった結果，鱗板列の形態とは無関係

に，これらがエゾトミヨ，淡水型，汽水型，および雄物
型の遺伝学的な4グループに分けられることが明らかと
なり，ムサシトミヨは淡水型に含まれた（詳しくは，高
田，1987, 2003;  酒井・矢部，2003;  高橋・後藤，2003

等を参照）．その結果，以前のトミヨとイバラトミヨは
独立種としての実体を失ってしまったのである．一方，
汽水型はヨーロッパで記載されたP. pungitiusに当たる可
能性を残しているが，日本産のトミヨ属淡水型と雄物型
は，適用すべき和名も学名も今のところない．大陸産の
個体群を含めたより詳細な解析結果によって，さらに系
統的実体を明確にしないと，学名を付け難い，あるいは
当てはめ難いのが本当のところなのである．
しかし，淡水型や汽水型と異なり，ムサシトミヨと雄
物型は極めて限られた水域に生息し，ある古い時代の遺
存系統であると考えられる．今やたいへん稀少な存在で
あり，それぞれ「進化に重要な単位 (evolutionarily signif-

icant unit)」と言ってよい．保全，保護のためには，その
生物学のみならず，社会的かつ行政的にその貴重さにつ
いて理解される必要があろう．我々ヒトには名前を付け
なければ物事を認識し難い側面がある．できるだけ早く
学名も和名も付けて，その保全，保護を社会に訴えやす
くしていったほうがよい．
ムサシトミヨは，たとえ遺伝的に淡水型のグループに
含まれようが，形態的および生態的に，また遺伝的にも
明確に他と識別できる存在である．中村 (1963) が学名
の記載をしなかったのは，当時，新種とすべきかイバラ
トミヨの新亜種とすべきか迷ったためかもしれない．新
亜種とする場合，淡水型の学名がない今，ムサシトミヨ
を先に記載することは難しい．ここは，ムサシトミヨの
生物学的特殊性や保全上の事情に鑑み，淡水型が側系
統群となることを容認したうえで，ムサシトミヨをその
中から特化した種として学名を付けるべきだと考える．
雄物型も，形態的，生態的，遺伝的に明確に他と識
別できる．雄物型は秋田県と山形県の個体群に分かれる
が，それぞれも独特な特徴をもっており（高橋・高田，
2003）別の歴史をもった貴重な進化的単位と言ってよい
だろう．それぞれごとに保全，保護策を立てる必要性を
考慮し，1新種2亜種として記載することも考えてよい
と思う．
トゲウオ類の研究者には，さらに研究を進め，進化の
歴史を詳細に解き明かす一方で，稀少個体群を多く含
むグループでもあることから，切り取れるところは順次
丸めて名札を付ける努力も求められよう．その際，系統
と分類は必ずしも一体のものではないという認識（三中，
2008）と，松浦 (2009) による「分類学も他の科学と同
様仮説に基づいて研究する」という言明は，ともすると
過重になりがちな新種記載に踏み切る気持ちを，たいへ
ん楽にしてくれるだろう．私なりに解釈すれば，記載は
実在としてではなく仮説としてするものなのだ．
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守る・増やす渓流魚　イワナとヤマメの保全・増殖・釣り場作

り．―中村智幸・飯田　遥（編著）．2009．水産庁渓流域管理

体制構築事業検討委員会（監修）．農山漁村文化協会，東京．

136 pp．ISBN978-4-54-008260-3．1,680円（税込）．

イワナ，ヤマメが釣れる河川の漁協と釣り人の協働により，

前者の経営安定を図り，後者のニーズを満たす「釣り場づくり」

を実現するためのノウハウを解説した本である．「川漁師」がほ

とんどいなくなってしまった今，漁協の経営は遊漁者からの収

入によって成り立っている．漁協には漁業権対象魚類の増殖義

務が課せられているが，支流ごとに異なるといわれる遺伝資源

をともすると破壊しかねない安易な成魚放流が行われがちであ

る．国の法律や地方自治体の漁業調整規則に合致した方法で在

来天然魚の遺伝資源を守り，同時に多様化する釣り人のニーズ

に応えた釣り場をつくるためには，河川環境や資源状態の現状

を踏また増殖努力が必要であり，それは地域を巻き込んだ漁協

と釣り人の協働によって実現させることができる―というのが，

編著者らの主張である．

本書は2部構成．第1部は「渓流魚と渓流釣りの現状と課題」

と題し，3つの章立てでイワナとヤマメを中心とする渓流魚とそ

れを育む環境，利用する渓流釣りの方法と釣り人のニーズ，渓

流魚を対象とする漁業権を持つ漁協の現状を概説する．第2部

は「渓流魚を守り，楽しい釣り場を作る新しい方策」と題し，

9つの章立てで，漁協が課せられた増殖義務を現行の法規や規

則に照らしながら咀嚼し，イワナやヤマメの生態，両種資源が

置かれた現状と河川環境に応じた増殖方法，管理方法を提案し

た上で，それらを実践し，釣り人のニーズに応えた特色ある釣

り場づくりに取り組む漁協の実例を紹介している．そして，法

規や規則などの参考資料がつけられている．

読んで気になった点が2つ．まず，魚類学会で育ったフィー

ルドワーカーである中村氏と，全内漁連顧問である飯田氏との

共編著となる本書が，誰をターゲットにしているのかという点．

本書の元となったという水産庁の事業成果物である「渓流魚の

放流マニュアル」等との役割の違いは何なのだろうか．次に，

編著者らの主張がよく伝わらないのではないかと感じた点．た

とえば，第2部第8章の冒頭にあるような「漁協と釣り人の関

係」などは第1部で扱い，渓流釣り場の現状と問題点を洗い出

したほうが，第2部での主張をより鮮明にできたのではないかと

思った．ボリュームの割に多い執筆者による個々の項目の個性

的かつ簡便な記述も，本書の狙いを強く伝えるためにはむしろ

災いしているのかもしれない．

とはいえ，イワナ，ヤマメという日本の代表的な渓流魚の置

かれた厳しい現状を伝えるとともに，これを利用する漁協と釣

り人がどのように在来天然魚を守り，利用し続けることができ

るかを，地道なフィールド調査の結果を元に考えた本邦初の実

践書であり，渓流魚と渓流釣りに関わる人々だけでなく，広く

一般にも啓発してほしい内容を含んでいる．ふだん，海産魚の

生態・資源の調査に携わる研究者，これを目指す学生諸氏にも，

調査研究の成果を社会に還元する試みにまで到達した事例とし

て一読をお勧めしたい．最後に，中村氏が究極の目標としてい

ると思われるメタ個体群の復元による在来天然魚の保護が，多

くの河川で成功することを願う．
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（酒井治己　Harumi Sakai：〒759–6595 山口県下関市
永田本町 2–7–1 独立行政法人水産大学校生物生産学
科　e-mail: sakaih@fish-u.ac.jp）



英文タイトル『Introduction to animal taxonomy』が示すよう

に，本書では入門的な内容が中心に取りあげられ，読者の対象

としては学部学生や専門学校生が想定されている．だからと

いって，単に基礎的な知識や概念の記述にとどまらず，分類学

の「新しい息吹」にもたっぷりとページがさかれており，だれ

が読んでも未知の発見が必ずあると想像される．

本書は6章から構成される．第1章「分類とはなにか」では，

分類学のもつ2方向のベクトル（「まとめる」と「わける」）に

沿って，動物分類の単位と階層が解説されている．リンネ以前

の分類学のありかたが述べられているので，読者は2語名法誕

生の必然性とその画期的な機能がよく理解できるだろう．ダー

ウィン以前と以降における種の概念の根源的な変化にもふれ，

系統についてのイントロダクションも兼ねている．ただし，用

語「分類群」が定義をともなわずに初出する点は，入門書とし

ては不適当であろう．

第2章「分類の課題と実際」では形質と変異，種の概念を概

説したのち，「実際」として著者が専門とするモンガラカワハギ

科魚類を例に話が進められる．分類学的な問題への着目と解決

への糸口，そしてその後の問題解決にいたるまでのプロセスが，

著者自身の研究小史として語られる．競合する研究者との人間

関係など，やや「生臭い」トピックスもあり，読み物としても

楽しめる．「実際」というよりも「現実」として，対象分類群

が衝突する可能性を若い人は知っているほうがよいという著者

の親切心か．

第3章「系統と分類」はやや総花的に流れた感が否めない．

わずか17ページに分岐分類学，分子系統学，系統と分類，さら

に動物地理をつめこむのにはやや無理があるのではないか．お

そらく紙面の制約のためと思われるが，「相同」についての直接

的な言及は本文にはない（索引にもない）．その一方，囲み記事

(Box-8) には説明なく「相同形質」が用いられている．平行現象

や形質状態の逆転など形態と分子に共通する諸々の悩ましい点

についても，本文中ではほとんどふれられていない．Box-8の内

容をボックスに押し込まず，本文でもう少し丁寧に記述したほ

うが読者には親切であった．

第4章「標本の役割」の前半はオーソドックスな内容の記述

で，後半は標本データベースの話である．後半は著者が国際的

に活躍をしている分野だけに，類書の追随を許さない内容に

なっている．本書が並の入門書と一線を画する特徴であり，今

後の分類学の方向性を展望する上で非常に有用である．

第5章「動物の名前」は分類学とは表裏一体の関係にある動

物命名規約が取りあげられている．本章の「先取権と安定性の

狭間」と「命名規約の落とし穴」は，規約に長年関心を寄せ続

けてきた著者自身の経験に基づく内容であり，具体性と説得性

に富む．ただし，著者も認めるとおり「いささか複雑」な例が

挙げられており，初学者は心して読まないと理解できないかも

しれない．

第6章「これからの動物分類学」は本書の未来志向を特色づ

けている．「動物分類学者の使命」では，個別に「蛸壺」にこ

もりがちな分類学者が共通の広場に集い，分野横断的な結びつ

きで社会に分類学をアピールし，もってこの分野の興隆をはか

ることの重要性が説かれている．さらにさまざまなデータベー

スとその活用について記され，最後は人材育成で結ばれている．

本書のおおきな特徴は「Introduction」と銘打ちながらも，し

ばしば話が分類学の最前線におよぶ点で，初学者のみならず大

学院生や研究者にとっても有用である．若者のもつ「百年一日」

の動物分類学のイメージを払拭し，彼らの積極的な参入を促す

効果がおおいに期待できよう．

（佐々木邦夫　Kunio Sasaki：〒 780–8520 高知市曙町 2–5–1

高知大学理学部海洋生物学研究室　e-mail: fishssk@cc.kochi-

u.ac.jp）
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深海魚―暗黒街のモンスターたち―．尼岡邦夫（著）．2009．

ブックマン社，東京．224 pp．ISBN978-4-89308-708-9．3,619

円（税別）．

最近では潜水艇からの映像を利用した深海生物の本が数多く

出版され，深海魚の写真も以前に比べると稀少価値が下がって

きているように感じる．しかし，本書のように国内外の深海魚

の姿・形を標本写真でたっぷり見せるという正攻法は意外にも

これまで無かった．深海魚の場合，模様や色彩に乏しいため，

生態写真から正確に種を同定しようとしても，浅海性の種ほど

うまくいかない．本書は標本写真を使うことで，種の同定をク

リアーし，分類学的な点からも安心して読める．各種の説明を

見ると，国外の種にも和名がついていることに気づく．魚名に

無頓着な書籍が流布しているのも事実なので（読み易さを追求

するためなのか単に勉強不足なのか理由はさまざまと思うが），

この点で本書の学術的価値に疑問をいだく読者もいるかもしれ

ない．しかし，本書で使用された外国産の種の和名は，日本の

研究機関が世界各地でおこなった水産資源調査の成果として出

版された図鑑等に基づいており，すべて魚類学の世界で正式に

通用する．学名がカタカナ読みで紹介されている種は，適切な

和名そのものがみつからなかったという著者の研究者としての

判断を含んでいる．本書は図の多さから「図鑑」の範疇に入れ

られる場合もあろう．しかし，分類群という枠を取り払い，深

海魚を形態や生態での共通項を用いてグルーピングするユニー

クな構成や，コラムなどの多数の記事を含んでいることから，

「図鑑的な教科書」というべきだろう．研究論文や学術書から

の図もふんだんに使用され，著者の力のいれ具合が随所に感じ

られる．深海魚に興味をもち，これから研究したいと思う人に

は，簡略されたスケッチではなく原著から引用されたオリジナ

ルの図や巻末の引用文献は非常に有用だろう．ただし「です・

ます」調の軟らかい口調のコラムやトピックの解説とは対象的

に，各種の説明は「文きり調」で，一部内容も専門的すぎて分

類学者しか理解できないのではと余計な心配を誘う部分もあり，

バランス的には少々疑問を禁じ得ない．口調は全て「文きり調」

のほうが良かったと第一印象で思った．しかし，「です・ます」

調の解説も10年前まで大学で魚類学を教えていた著者の熱のこ

もった講義を疑似体験できると思うので，その意味で短所とは

いいきれない．魚類学に詳しくない学生にも受けが良かった講

義の余談をコラム的に紹介したいというような話も本書の執筆

中に聞いていたので，「です・ます」調にこだわった理由はそん

なところにも隠れているのかもしれない．一方，写真に標本サ

イズを示したのはファインプレーである．初学者には深海魚に
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ついて形の面白さや不思議な生態を知っているものの，魚体の

大きさがイメージできない人が予想以上に多い．深海魚に興味

のある人は定規片手に本書で体の大きさについても是非感じて

もらいたい．

本書は2つの章，さらに第2章は11の項目（発光，発音，発

電，摂餌，感覚，運動，繁殖，防御，色彩，体形および利用）

から構成される．「感覚」の「長い柄の先に眼」において，ミツ

マタヤリウオの特異な形態の仔魚を例にあげ，「視野が著しく広

がり，捕食者や餌生物を容易に発見し，餌生物を長く眼で追う

ことができ，少ない動きで確実に捕らえられます．余分な動き

を少なくすることで捕食者から発見され難いです．有柄眼は餌

が少ないところで役立ちます」と紹介している．これはWeihs

and Moser (1981)の仮説の要点で，彼らは数式を使ってこの説を

唱えた．しかし，彼らの目的は新たな仮説をだして深海魚の生

態学の分野を刺激することでもあった．生きている個体で観察

されたわけではないことを読者は知るべきだろう．そういえば

ごく最近，筒状で上向きの眼をもち，かつ「おちょぼ口」の深

海魚で有名なデメニギスの生態に関する論文が発表された(Ro-

bison and Reisenbichler, 2008)．この種では眼の方向（上）と口

の方向（前）が合っていないため，餌をどのように摂食するの

か疑問視されていた．眼と口がほぼ直角の位置関係に常時ある

という「思い込み」がこのパラドックス説の発端である．事実

は眼が前方に可動し，口と同じ方向を向くらしい（論文で使わ

れた生態写真と簡単な解説はナショナルジオグラフィック日本

語版2009年8月号の記事にもある）．本書には（おそらく印刷

の関係で）このデメニギスの新知見は紹介されていない．しか

し，随所に未知の領域があることを再認識させてくれる貴重な

1冊である．淡水魚・浅海魚の生態学，行動学，生理学等の研

究者や院生にも本書を読んでもらい，研究テーマのタネ（もし

くはネタ）を見つけて欲しいと感じる．

引用文献

Robison, B. H. and K. R. Reisenbichler. 2008. Micropinna mi-

cropinna and the paradox of its tubular eyes. Copeia, 2009:

780–784.

Weihs, D. and H.G. Moser. 1981. Stalked eyes as an adaptation to-

wards more efficient foraging in marine fish larvae. Bull. Mar.

Sci., 31: 31–36.

（篠原現人　Gento Shinohara：〒169–0073 東京都新宿区百人

町 3–23–1 国立科学博物館動物研究部　e-mail: s-gento@ka-

haku.go.jp）
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稚魚　生残と変態の生理生態学．—田中　克・田川正朋・中

山耕至（著）．2009．京都大学学術出版会，京都．viii�387

pp. ISBN978-4-87698-774-0．3,800円（税別）．本書は3部か

ら構成される．第1部「試練を越えて稚魚へと“変態”」で

は，初期減耗，変態，生育場，輸送と接岸が，第2部「食べ

て食べられ…：摂食と被食の間の生き残り」では，摂食，被

食，学習と適応，DNAの利用，食物連鎖，資源変動，環境

収納力が，第3部「人の暮らしと稚魚の叫び」では，栽培漁

業，地球温暖化，環境問題，稚魚研究のあり方，森里海連

環学が論じられている．以上から明らかなように，本書の特

色はその網羅性にある．さらに最新の研究が数多く引用され

ているので，各分野での研究の進展を知るうえでも有用であ

る．学部あるいは修士レベルでの教科書や副読本としての利

用にも適している． （佐々木邦夫）

Early life history of marine fishes．—B. S. Miller and A. W.

Kendall, Jr. 2009. University of California Press, Berkeley and Los

Angeles. xii�364 pp. ISBN978-0-520-27972-1．本書は魚類の

初期生活史にまつわるトピックスを広く取りあげている点で，

教科書的といえるだろう．その一方，研究の実践を強く意識

した内容にもなっていて，実務家が必携のハンドブックとし

ての性格も色濃く漂う．卵や仔魚をあつかった章では，同定

方法に多くのページがさかれ，これらの発育段階での分類形

質について詳しく説明されている．「Sampling fish eggs and

larvae」では，様々な稚魚ネットが図示され，それぞれの特性

が述べられている．さらに巻末の「Laboratory exercises」なる

別項には，仔魚の飼育方法や透明骨格標本の作製法など 12

のイクササイズ（技法）の解説が含まれる．海産仔稚魚の研

究者にとって，得るところの多い1冊であろう．約1万円で入

手できる． （佐々木邦夫）

Oceanic anglerfishes–Extraordinary diversity in the deep sea.–

T. W. Pietsch. 2009. University of California Press, Berkeley and

Los Angeles. xii�557 pp. ISBN978-0-520-25542-5. $ 85.00 US.

チョウチンアンコウ亜目の生物学の総説である．本書は研究

史，形態学的特徴，種多様性，系統進化，生物地理，発光

と疑餌状体（ルアー），遊泳と摂餌，繁殖と初期生活史の8

章からなる前節 (Part 1) と分類を集約した後節 (Part 2) から構

成される．著者は Ichthyological Researchでチョウチンアンコ

ウ亜目の繁殖や性的二形に関する総説を発表しているが（52

巻3号），本書では白黒写真で印刷された総説論文の標本写

真がすべてカラーでみられる．前節の各章には標本写真の他，

線画，図，生態写真なども掲載され，それぞれのトピックの

記述も簡潔で読みやすい．また後節は，本書の約5分の2を

占め，分類体系，検索表，分類群の表徴形質，シノニム，記

載，備考が掲載されており，この部分をみれば分類の概要か

ら詳細，さらに進捗状況がわかる．巻末の10頁にわたるシノ

ニム関係の閲覧表（全ての名義種の分類学的位置の変更や維

持）は，チョウチンアンコウ亜目の学名を扱う研究者に有用

である．堂々たるボリューム（縦 28.5 cm�横 22 cm�厚さ

4 cm）かつハードカバーの本であるにもかかわらず比較的廉

価であるのも嬉しい． （篠原現人）
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護岸された農業水路での魚類の繁殖場所

Spawning and nursery of freshwater fishes in a paddy

field ditch with concrete revetment

水田地帯を流れる農業水路には，多種多様な淡水魚
類が豊富に生息することが知られている（たとえば
Hosoya, 1982;  Yuma et al., 1998;  鈴木ほか，2006）．これ
までに多くの研究者によって，農業水路の魚類相や生息
実態が明らかにされており（たとえば斉藤ほか，1988;

鈴木ほか，2007），農業水路を含む水田地帯は，淡水魚
類の保全を考える上で不可欠な水域の1つとして注目さ
れている．
水田地帯を流れる農業水路は，効率よく水を流すため
に，直線化されて底・側面にはコンクリートによる護岸
が施されることが多い．水路の直線・護岸化は，魚類の
隠れ場所をなくすことや，水の流れが均一かつ速くなる
ために遊泳力の乏しい仔稚魚の生息が困難になるなど，
魚類の生息に不都合な点がいくつか指摘されている（小
林，1989;  片野，1998）．したがって，水田地帯におけ
る魚類の保全のためには，魚類の生息に適した水路構造
を詳しく把握することが重要な課題の1つといえる．
直線・護岸化された水路であっても，ヨシやマコモな
どの抽水植物が側面に沿って繁茂している場所がある．
一般に，河川などの流水域に広がる抽水植物帯の内部
は，水の流れが緩やかになるために，流水性の生物だけ
でなく，止水性の生物や遊泳力の乏しい仔稚魚の生息場
所として機能していることが知られている（岩崎ほか，
1997）．また，コイ・フナなどの多くの淡水魚にとって
抽水植物は重要な産卵基質でもある（たとえば中村，
1969）．そのため，河川と同様に農業水路の抽水植物帯
も，魚類の産卵場所や仔稚魚の生息場所として機能し
ていると予想されるが，農業水路における魚類の産卵ま
たは仔稚魚の生息状況など具体的な情報はあまり知られ
ていない．
著者は，これまでに琵琶湖周辺の内湖および農業水路

でコイ・フナ類仔稚魚の生息状況について定期的・定量
的調査を実施してきた（鈴木ほか，2005;  Suzuki et al.,

2008）．そのなかで，護岸された農業水路であっても，
その側面に広がる抽水植物帯ではコイ・フナ類を中心に
豊富な仔稚魚が出現・生息していることが明らかになっ
てきた．詳細は原著に譲り，ここではSuzuki et al. (2008)

の調査した農業水路での調査結果およびその前年（2004

年）に同水域で実施した予備調査の結果を併せ，直

線・護岸化された農業水路での魚類の産卵や仔稚魚の
生息状況の概要を報告する．
調査地は琵琶湖の東岸，彦根市内の水田地帯の農業
水路である (Suzuki et al., 2008)．当水路は江面川を通じ
て琵琶湖とつながっており，当水路の調査水域と琵琶湖
との間には堰などの構造物は一切ない．当水路の幅は
4 m（流路は2–3 m）で3面ともコンクリートで護岸され
ており，その側面にはヨシ・マコモなどの抽水植物が
所々繁茂している (Suzuki et al., 2008)．仔稚魚の採集期
間は，2004年，2005年ともに4月から7月であり，採集
回数は，2004年には14回，2005年には10回であった．
採集にはタモ網を使用し，水路の抽水植物帯内で5分間
定量的に行った．
調査期間を通じて出現した仔稚魚は，2004年ではコ
イ・フナ類，メダカおよびドンコが，2005年ではそれら
に加えてヒガイ類，ナマズおよびヨシノボリ類仔稚魚が
確認された（表 1）．得られた仔稚魚の総個体数は，
2004年および2005年でそれぞれ589および616個体で
あった（表1）．なお，コイ･フナ類仔稚魚については，
鈴木ほか (2005) に従い，RAPD分析により種・亜種判
別を行っており，当水路に出現するコイ・フナ類仔稚魚
は，ニゴロブナ，ギンブナおよびコイであることが判明
している（表1；Suzuki et al., 2008）．両年ともゲンゴロ
ウブナ仔稚魚は採集期間中全く得られていないが，当水
路下流の内湖沿岸のヨシ帯ではゲンゴロウブナ仔稚魚が
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表1．各年度で得られた仔稚魚の種および個体数

年　度
魚　種

2004 2005

Carassius auratus grandoculis 70 150
C. cuvieri 0 0
C. a. langsdorfii 301 316
Cyprinus carpio 185 118
Sarcocheilichthys sp. 0 1
Silurus asotus 0 1
Oryzias latipes 21 7
Odontobutis obscura obscura 12 2
Rhinogobius sp. 0 13
種不明 0 8

合　計 589 616

種不明は，形態的にコイ・フナ類であるがRAPDの増幅
断片が得られず判別できなかった個体を示す(Suzuki 
et al., 2008)．
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得られており，ゲンゴロウブナの産卵場所の選択性や仔
稚魚の生息場所が他のコイ・フナのそれらとは差異があ
ることが明らかになっている (Suzuki et al., 2008)．
採集期間を通じて出現魚種の明瞭な季節変化が認め
られた（図1）．どちらの年もコイ・フナ類は調査期間前
半を中心に出現し，その後，コイ・フナ類が減少し始め
た5月下旬からナマズ，メダカやドンコなどの仔稚魚が
新たに出現した．これらの結果は，農業水路の抽水植物
帯は春から夏にかけての期間を通じて多様な仔稚魚に利
用されていることを示している．
当水路に出現するコイ・フナ類仔稚魚（ニゴロブナ，
ギンブナおよびコイ）の体長分布と発育段階組成の季節
変化を調べた結果，どの魚種も調査日が進むにつれて，
大型で発育後期の個体が出現する一方で，調査日期間
中には小型で発育初期（卵黄嚢期仔魚）の個体が複数
回新たに出現することが示された (Suzuki et al., 2008)．
この結果は，当水路の抽水植物帯がコイ・フナ類仔稚魚
の成育場所，およびそれらの魚種の産卵場所として機能
していることを示している．
当水路では，コイ・フナ類仔稚魚以外の在来種仔稚魚

もみられ，特にメダカとドンコは比較的コンスタントに出
現した．これら2魚種は5月下旬または6月初旬から出現
し（図1），両魚種ともに体サイズの変化から成育してい
る様子や調査期間中に新たな小型個体の加入している様

子がみられた（鈴木，未発表データ）．これらの結果は，
水路の抽水植物帯が，コイ・フナ以外の在来種仔稚魚の
成育場所としても機能していることを示している．なお
ドンコに関しては，大きな石や倒木等の下面に産卵して
雄が卵のふ化するまでこれを保護するという性質から
（岩田，2001），ここで産卵したとは考えにくく，他の場
所で産卵・ふ化して移動してきたものと考えられる．
近年，魚類の代替産卵場所や仔稚魚の成育場所とし
て水田が注目されており，魚道の設置等によって魚類の
水田への遡上を促す取り組みが盛んに行われている（た
とえば端，2000;  鈴木ほか，2009）．しかし，農業水路
自体でも魚類の産卵や仔稚魚の出現が確認されている
（たとえば西田・千賀，2004;  中川ほか，2007）．さらに
本調査結果では，直線・護岸化された水路に繁茂する
抽水植物帯の内部が魚類の産卵や仔稚魚の成育場所と
して機能していることが明らかになった．一般に水路に
繁茂する抽水植物は，水の流れを妨げるために除去され
ることが多いが（角野，2001），魚類の産卵や仔稚魚の
成育の観点から見ると，水路の抽水植物はきわめて重要
な存在といえる．水田地帯での魚類の産卵および成育場
所をより多く確保するために，水田魚道の設置とともに，
これら抽水植物の生育場所の確保・維持する取り組みが
望まれる．
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仔稚魚の種組成の季節変化．グラフ上部の数字は各調
査日での採集総個体数を示す．各調査日の調査はタモ
網を用いての5分間の定量採集による．2005年度のグラ
フはSuzuki et al. (2008) を改変．
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Kamohara (1958) が“ベニアサヒギンポ”とした標本の

再同定と高知県からのアサヒギンポの記録

Re-identification of the Kamohara (1958)’s “Petraites

roseus” and records of Springeratus xanthosoma

from Kochi

アサヒギンポ科Clinidaeには世界で3族約20属74種が
知られ，そのうちインド洋–西太平洋の温帯域を中心に
分布するアサヒギンポ族 Clinini には11属約53種が含ま
れる (Nelson, 2006)．日本周辺にはアサヒギンポ族のア
サヒギンポSpringeratus xanthosoma (Bleeker, 1857) とベ
ニアサヒギンポ Heteroclinus roseus (Günther, 1861)

（Kuiter, 1993によりPetraitesから帰属変更）の2属2種の
みが分布するとされてきた（荒賀，1984, 1988;  藍澤，
1993，2000）．アサヒギンポはインド洋–太平洋の熱帯
域を中心に広く分布し，日本では和歌山県南部，種子
島，奄美大島および沖縄島からの記録がある（Jordan

and Starks, 1906;  Suzuki, 1964;  Yamakawa, 1969;  Shen,

1971;  Fraser, 1972;  荒賀，1984;  藍澤，1993;  沈，1993）．
一方，ベニアサヒギンポはオーストラリア南部沿岸に分
布する (Hoese et al., 2008)．また，北西太平洋では唯一
日本からの記録がある．これはKamohara (1958: 70) によ
る記録で，高知県土佐清水市沿岸のタイドプールから採
集された1個体の標本に基づき，高知県産魚類リストの

中でベニアサヒギンポの和名が与えられたものである．
その後，蒲原 (1960: 15) はベニアサヒギンポの標本の採
集情報について簡単に追記したが，同定の根拠となる標
本の特徴や登録番号を記載していない．Kuiter (1993) は
日本での採集記録について，H. roseusとは異なる未記載
ではないかと疑問視した．しかしながら，標本が再調査
されることなく，Kamohara (1958) の記録が引用されて
きた（Kamohara, 1964;  荒賀，1984;  藍澤，1993, 2000）．

2001年11月，第1著者の遠藤はKamohara (1958) がベ
ニアサヒギンポ“Petraites roseus”に同定した標本 (BSKU

7703) を高知大学理学部の魚類標本コレクションから発
見した．標本台帳にある採集データと標本の全長は，蒲
原 (1960: 15) の「1957年12月に土佐清水のタイドプー
ルで62粍のものを本学の学生が1尾採集した」という記
述に一致する．この標本を再同定したところ，アサヒギ
ンポであることが判明した．Aizawa (2002: 1591) はこの
情報を遠藤の私信として引用し，ベニアサヒギンポを検
索表から削除した．しかし，その同定の根拠には言及し
ておらず，Kamohara (1958) が“ベニアサヒギンポ”と
同定した標本の詳細も公表されていなかった．このよう
なことから，本稿では Kamohara (1958) の標本，および
その後土佐湾沿岸のタイドプールで採集されたアサヒギ
ンポ3個体の特徴を詳細に報告する．調査標本は高知大
学理学部海洋生物学研究室 (BSKU) と高知高等学校
(KSHS) に所蔵されている．計数と計測方法は Shen

(1971) に従い，全長と標準体長をそれぞれTLとSLと略
記した．
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図 1．アサヒギンポ Springeratus xanthosoma. A, BSKU
7703, 49.9 mm SL (/ ); B, BSKU 56270, 40.6 mm SL (?);
C, BSKU 55169, 66.4 mm SL (/ )．



高知県産のアサヒギンポ4標本の特徴は次のとおりで
ある（変異のある計数形質については，BSKU 7703の値
を括弧内に示す）．背鰭鰭条数 III, XXVI–XXVII, 4–5

(III, XXVI, 5)．臀鰭鰭条数 II, 20–21 (II, 21)．胸鰭鰭条数
13．腹鰭鰭条数 I, 3．尾鰭鰭条数 13．側線上横列鱗数
48–52 (50)．第1鰓弓下枝上の鰓耙数7–8 (7)．脊椎骨数
（腹椎骨�尾椎骨�合計）14�26�40．体高21.6–29.3%

(21.6)（SLに対する百分率，以下同様）．背鰭前長は
16.6–19.1% (17.7)．第 2背鰭前長 25.3–30.1% (30.1)．臀
鰭前長 45.5–49.9% (48.3)．第1背鰭第1棘長12.8–14.2%

(13.3)．第 2背鰭第 1棘長 5.9–7.6% (7.3)．臀鰭第 1棘長
6.1–6.8% (6.8)．尾柄長 8.1–8.9% (8.2)．尾柄高5.6–6.6%

(5.6)．頭長 28.1–29.4% (29.3)．吻長 19.9–23.8% (19.9)

（頭長に対する百分率，以下同様）．眼径 24.5–27.3%

(24.9)．眼後長 55.6–58.5% (57.3)．両眼間隔幅 13.5–

15.1% (14.0)．上顎長 38.9–43.3% (38.9).

背鰭は2基で，第1背鰭が高い．背鰭後端の軟条は鰭
膜で尾鰭基部上端につながる．各鰭の軟条は分枝しな
い．前鼻孔の皮弁は単一で分枝しない．眼上皮弁はよく
発達し，薄い掌状で，6–8本の指状の分枝がある．前鋤
骨と口蓋骨に歯がある．体は皮下に埋没する小円鱗で覆
われる．肛門と生殖腔を囲む皮弁 (genital valve) がある．
雄の交接器は太短く，先端部は細長く伸長する．生鮮
時の頭部と体は褐色で，頭部下面と腹部は黄色みを帯
びた淡褐色．頭部後方と体側には背鰭と臀鰭にかかる8

本の不明瞭な暗褐色横帯がある．横帯を除く背鰭と臀
鰭の鰭膜は不透明か透明．尾鰭中央部の鰭膜は透明．
小型個体では，眼の後下方に白色斑 (BSKU 56270) や体
に暗色の小斑点が散在する (BSKU 65133)．エタノール
液浸後には，頭部と体は淡黄色から山吹色．各鰭は淡
黄色から白色．
アサヒギンポ族は卵胎生であることが知られる (Gunn

and Thresher, 1991; Nelson, 2006)．観察標本の雌 (BSKU

55169) の卵巣内には，全長約6–7 mmの卵黄吸収後の仔
魚が多数確認された．

Kamohara (1958) が“ベニアサヒギンポ”としたBSKU

7703と高知県産の3標本の特徴は，いずれもShen (1971)

のアサヒギンポの記載とYamakawa (1969) が報告した奄
美大島産の2標本の特徴によく一致した．“ベニアサヒ
ギンポ”Heteroclinus roseusは，Günther (1861: 274)，
Kuiter (1993: 331) およびHoese et al. (2008: 712) による
と，尾鰭鰭条数が9–11（通常9）（アサヒギンポの観察
標本では13），吻長と眼径がほぼ等しい（吻長がやや短
い），前鼻孔の皮弁が分岐する（分岐しない），眼上皮
弁がよく発達し縁辺が丸い（多数の分枝がある），口蓋
骨に歯がない（ある），尾柄部が細い（太い）ことでア
サヒギンポとは明瞭に異なる．したがって，BSKU 7703

に基づく“ベニアサヒギンポ”H. roseusの日本での記録
は誤りである．

Shen (1971) はアサヒギンポ属Springeratus Shen, 1971

を設立し，アサヒギンポ族の他属とは，口蓋骨歯をもつ

こと，肛門と生殖腔を囲む皮弁 (genital valve) が発達す
ることで異なるとした．現在，本属にはS. xanthosoma

のほかに，ニューカレドニアから記録された S. cale-

donicus (Sauvage, 1874) とインド洋のモーリシャスに分布
するS. polyporatus Fraser, 1972が知られる (Fraser, 1972;

Hoese, 2006)．しかし，Fraser (1972) は本属の有効性に
疑問を呈し，広範囲に分布するアサヒギンポについて再
検討が必要であるとした．本稿では日本における“ベニ
アサヒギンポ”の記録の誤りを指摘するにとどめる.

藍澤 (1993, 2000) とAizawa (2002) はアサヒギンポの学
名をそれぞれ“Springereratus xanthosema”および “Springer-

atus xanthosema”と綴りを誤っており，Springeratus xan-

thosomaが正しい (Bleeker, 1857; Shen, 1971)．
最後に，標本の採集にご協力頂いた矢野　誠氏と井
本善次氏（高知大学海洋生物研究教育施設），町田吉彦
博士（高知大学理学部）および高知大学理学部海洋生
物学研究室OB諸氏，比較標本と文献を貸与して頂いた
山川　武氏（高知市），そして有益なご指摘を頂いた匿
名の校閲者2名に感謝する．
観察標本 アサヒギンポ：BSKU 7703, 49.9 mm SL,

60.1 mm TL (/ ), 1957年12月，高知県土佐清水市付近の
タイドプール，採集者：岡村　收，野田忠宏，尼岡邦
夫，平田常雄；BSKU 55169, 66.4 mm SL (/ ), 2001年7

月 24日，高知県土佐市横浪半島白の鼻タイドプール，
採集者：中江雅典；BSKU 56270, 40.6 mm SL (?), 2001

年11月2日，高知県土佐市横浪半島白の鼻タイドプー
ル，採集者：能津英仁；BSKU 65133, 52.5 mm SL (?),

2003年 6月 30日，高知県幡多郡黒潮町熊ノ浦タイド
プール，採集者：町田吉彦，高田陽子，坪井美由紀．
比較標本 アサヒギンポ：KSHS 9340, 52.5 mm SL

(/ ), KSHS 9341, 61.4 mm SL (?)，鹿児島県奄美大島
(Yamakawa, 1969)．
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奥尻島の小河川で捕獲されたナガレモンタイプのイワナ

Occurrence of Nagaremon-charr, a morphotype of

Salvelinus leucomaenis, in a small river of Okushiri 

Island, Hokkaido, Japan

日本のイワナ (Salvelinus leucomaenis) は体色や斑紋の
変異に富み，現在は 4亜種（アメマス・ニッコウイワ
ナ・ヤマトイワナ・ゴギ）に区分されている（細谷，
2000）．これら4亜種のほかにも，パーマークがまったく

なく体側に虫喰模様があるナガレモンタイプ（以下単に
ナガレモンイワナと表記）などの特殊斑紋のイワナが報
告されている（武田，1975;  武田ほか，1978;  吉安，
1996;  図1）．これまでナガレモンイワナは，おもに滋賀
県の琵琶湖流入河川で報告され，限られた水域からしか
生息が報告されていない希少性の高いタイプとされてい
る（亀甲ほか，2007）．今回，著者らは北海道奥尻島を
流れる小倉川において12個体のナガレモンイワナを捕獲
したので，ここに報告する．
小倉川は，奥尻島南東部を流れ日本海に注ぐ小河川
で，川幅は概ね1–2 m（範囲0.5–3 m），流域面積1.2 km2，
全流程がAa型の河川形態を示す．河口から約0.5 kmの
地点（標高80 m）に落差約5 mの魚止滝があり，河口か
ら魚止滝までの間には遡上困難な小滝が散在する．奥尻
島には30余りの小河川があり，イワナ（アメマス）は島
内の河川で普通にみられる魚類である（後藤ほか，1982）．
小倉川では，イワナ以外の魚類として，カンキョウカジ
カ (Cottus hangiongensis) のみが下流域で確認された．
調査は2005年7月25–27日と2009年7月3–4日に行っ

た．両年ともに，河口から魚止滝までの区間（約0.5 km）
において，エレクトロフィッシャー（スミス・ルート社，
バンクーバー）を用いて2回の捕獲作業を行った．1回
目で捕獲された個体は脂鰭切除した後で捕獲地点付近
に放流し，2回目の捕獲時に再捕された個体であるかど
うか判別できるように標識を施した（標本とした6個体
を除く）．1歳以上の個体（尾叉長100 mm以上）につい
ては，除去法により区間内の個体数を推定した（Zippin

model M(b)，プログラムCAPTURE, http://www.mbr-pwrc.

186 会員通信・News & Comments

図1．上段：滋賀県姉川水系に生息するナガレモンタイ
プのイワナ．下段：奥尻島小倉川で捕獲されたナガレモ
ンタイプのイワナ．



usgs.gov/software/index.html）．また，2009年の調査では，
魚止滝から約1.1 km上流（標高130 m）の区間において，
シュノーケリングによる目視観察を行った．なお，調査
期間中，釣り人の痕跡は確認されなかった．
エレクトロフィッシャーを用いた調査では，計85個体
のイワナが捕獲され（2005年42個体，2009年43個体），
そのうち12個体がナガレモンイワナであった（図1）．ま
た，捕獲されたナガレモンイワナは，体サイズ組成から
全て当歳魚と考えられ，2005年の調査でのみ確認された
（図2）．河口から魚止滝までの区間（約0.5 km）に生息
する1歳魚以上の個体数は，2005年は11個体（95%信
頼区間，11–11個体），2009年は 43個体（95%信頼区
間，43–53個体）と推定された．2009年のシュノーケリ
ングによる目視観察では，魚止滝から約1.1 km上流の区
間において54個体のイワナを確認した．そのうち，体側
の斑紋が確認できた28個体は，すべて普通タイプのイワ
ナであった．よって，ナガレモンイワナが出現したのは，
2005年の当歳魚だけであった．
これまでナガレモンイワナなどの特殊斑紋のイワナが
報告された場所は，滝や堰堤により分断された小河川で
あることが多い（武田，1975;  武田ほか，1978;  吉安，
1996;  亀甲ほか，2007）．本調査を行った小倉川も小滝
が散在する小河川であり，このような隔離された小さな
集団で特殊斑紋のイワナが出現しやすいのかもしれな
い．また，小倉川で確認されたナガレモンイワナは，す
べて同じ年級群であり，その親魚候補（2005年の1歳魚
以上）も少なかったことから，ある1個体の親から生ま
れた可能性も考えられる．このような特殊斑紋が遺伝的
基盤に基づくものであるとすれば，小さい集団では偶然
の効果で広まることがあるのかもしれない．
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奥尻島のイワナの遺伝分析の結果について貴重な情報
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追悼

土佐のいごっそう岡村　收先生を偲ぶ

高知大学名誉教授の岡村　收先生が2008年6月24日
に75歳で逝去された．先生は数年前の食道がんの手術
以後，検査や入退院を繰り返されていた．そのため，私
は2008年3月までに先生のご自宅へ何度かうかがい，持
ち帰られていた標本を研究室へ引き取り，膨大な別刷コ
レクションや書籍類の寄贈について相談済みであった．
昨年，魚類学雑誌55巻1号に掲載された「先達に聞く」
のインタビューは，この間の2006年7月30日にご自宅
の研究室で行われたものである．
高知大学では2008年7月から本年3月末まで海洋生物
学研究室（通称「魚研」）のある理学部1号館の全面改
修と耐震の工事が行われた．岡村先生が亡くなられた6

月24日には，改修準備のために研究室の引越しが予定
された3日間の初日であった（葬儀が行われた6月26日
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図2．2005年と2009年の7月に小倉川で捕獲されたイワ
ナの尾叉長組成．2005年の尾叉長計測は，捕獲された
全個体については行われていない．



の夜には，岡村先生時代から続いた3階の「魚研」の引
越しは完了し，部屋には何ひとつない状態となった．現
在，魚研と魚類標本室は2階へ移動している）．
先生は1933年（昭和8年）に高知県の別府村（現在
の仁淀川町）で生まれた．先生の退官記念誌の回顧録
には，成長にともない河川の中流域から河口域，海辺へ
と高知県内を移り住み，幼少時に土佐の自然と魚に親
しんだ経験が，後の人生に大きく影響したとある．高知
県立追手前高校から高知大学文理学部へ進学し，蒲原
稔治先生のもとでソコダラ科の分類学的研究を開始し，
その後京都大学の大学院で松原喜代松先生の指導のも
と研究を継続された．大学から大学院，京大助手時代，
高知大学への赴任当初については，「先達に聞く」に詳
しい．
先生との出会いは，私が高知大学理学部生物学科に
入学した1984年（昭和59年）4月である．当時の生物
学科では，すべての教官と学生が五台山の牧野植物園に
集まり，芝生の広場で全員自己紹介することが恒例行事
であった．この時に岡村先生に初めてお会いして，小柄
ながら低い独特の声と笑顔が印象深かった．3回生の10

月に先生の研究室への配属が決まり，その後卒業研究の
テーマを選ぶ．先生は修士課程までなら「深海性のサケ
目魚類のいずれかのグループ」あるいは「タラ目のサイ
ウオ科」の分類，博士課程まで進むなら「タラ目の系
統」という研究テーマを出されたので，迷わずタラ目を
選んだ．私の卒論のテーマは「タラ目の系統分類学的研
究」に決まったが，明らかに大き過ぎるため，タラ科の
カワメンタイ亜科を中心に調べることになった．しかし，

卒論のための解剖用標本は十分に集まらず，これらにつ
いては修士論文で取り組むことになる．卒論ではソコダ
ラ科ホカケダラ属のうち，日本海溝で採集された
Coryphaenoides armatus種群の分類と,この種群が含まれ
るNematonurus亜属の有効性を比較解剖により検討し
た．日本海溝のarmatus 種群は，深海底の放射能のバッ
クグラウンド測定のために多く採集されていたが（焼却
後の灰を測定），種名がわからないことから先生が同定
を依頼されていたのである．先生が事前に調査済みであ
り，学術雑誌への論文発表を見越して与えて下さった
テーマであった．これらの標本群には2種が含まれてお
り，1988年の魚類学会年会（東京水産大学）で口頭発
表した．北海道大学の博士課程へ進学後に，C. armatus

ヨロイダラとC. yaquinaeシンカイヨロイダラの日本初記
録として短報にまとめ，1992年の魚類学雑誌38巻4号
に先生との共著論文として掲載された．両種の体色には
明瞭な違いがあったため，先生が版代は出すからカラー
写真を論文に載せようと提案された．この論文の出版ま
でにはさまざまな出来事があり，何度か先生と衝突する
こともあったが，今となっては思い出深い．卒論での短
いソコダラ体験は，その後博士課程のサブワークとして
行った本科仔魚の分類に大いに役立つこととなった．先
生のもとで直接指導していただきソコダラ類を研究でき
たことは幸運であったと感謝している．
先生は1986年1月にロサンゼルス郡自然史博物館で行
われたタラ目の体系学に関するワークショップ (Work-

shop on Gadiform Systematics [WOGADS]) にメルルーサ
科が専門の稲田伊史さんと出席された．その後，まとめ
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故　岡村　收先生（前列中央右）と1984年度の魚研メンバー．1984年8月24日に土佐湾中部沿岸で採
集されたリュウグウノツカイ（BSKU 39999）と高知大学理学部1号館屋上で記念撮影．



られたWOGADSの論文集「Papers on the systematics of

gadiform fishes」（1989年）には，先生のソコダラ亜目と
その周辺群に関する系統の論文が掲載されている (Rela-

tionships of the suborder Macrouroidei and related groups,

with comments on Merlucciidae and Steindachneria)．しか
し，このワークショップではタラ目の系統仮説に関する
コンセンサスは得られず，むしろ課題が山積しているこ
とが明らかとなった．先生は1987年3月31日の日本魚
類学会年会（国立科学博物館本館）で，この論文の
内容を「ソコダラ亜目魚類ならびにメルルーサ科と
Steindachneriaを含む類縁群の系統関係について」とし
て発表された．私にとっては初めて参加した魚類学会年
会であり，この時に先生のソコダラ類の系統に関する考
察を直接聴けたことは運が良かった．先生はソコダラ亜
目に特徴的な形質とメルルーサ科に特徴的な形質，さら
に両グループに共通する形質の共有関係を基に独自の手
法で系統樹を構築し，「タラ科」と「カワメンタイ科」
は形質の解析なしに系統樹の根元（メルルーサ科寄り）
に短く付け加えられていた（しかし，チゴダラ科やサイ
ウオ科，ムレノレピス科は含まれていなかった）．この
あたりの情報不足から，私がタラ亜目を中心に系統類縁
関係を調べることになったように思う．
修士1年時の1988年6月から10月中旬まで，海洋水
産資源開発センターが深海丸で行ったグリーンランド海
域のトロール調査へ参加し（この調査は1987年から10

年ほど行われ，計4回参加），北大西洋のタラ目魚類を
随分集めることもできた．魚研では私が修士課程の院生
第1号であり，在籍した6年間にはさまざまな経験をさ
せていただいた．豊旗丸，こたか丸，深海丸や淡青丸の
トロール調査，市場での採集，河川調査，磯採集や潜
水訓練など，河川の上流から沿岸，深海の魚類まで堪
能できたことは先生のお陰である．
自分の信念を曲げない強い気性の持ち主（かなりの頑

固者で，負けず嫌い，お酒好きで，どこか憎めない性
格）の高知の男性は，親しみを込めて「いごっそう」と
呼ばれる．先生はかなりの「いごっそう」であり，さま
ざまなことにこだわりを持たれていた．晩酌は欠かさず，
「味を知るのも魚学のうち」として「酒と魚の融合」を
日々実践されていた．アカムツの焼き切り，メヒカリの
背越し，アラの鍋などの美味しいものから，果てはリュ
ウグウノツカイの煮付けまで，研究室で食した魚も数知
れずであった．正月二日には，卒論のため実家に帰らな
い学生のために，毎年自宅で年始会を開いて下さった．
年末には自ら中央市場まで正月用の魚を仕入れに出掛
け，白いタオルで鉢巻きをして刺身を造る姿は忘れられ
ない．
不出来の弟子のひとりとして，先生のご冥福をお祈り
いたします．

（遠藤広光 Hiromitsu Endo：〒 780–8520 高知市曙町
2–5–1 高知大学理学部海洋生物学研究室　e-mail:

endoh@kochi-u.ac.jp）

魚類学雑誌
56(2): 189–191

木村清朗先生のご逝去を悼む

日本魚類学会元評議員の木村清朗先生が平成21 (2009)

年6月10日にご逝去されました（享年77歳）．昨年の12

月に喜寿のお祝いで，久々にお会いしたばかりでしたの
で，驚きと悲しみで一杯です．先生の穏やかな語り口を
もう聞けないのかと思うと，もっとお話をうかがってお
けば良かったと残念でなりません．
木村清朗先生は，昭和7 (1932) 年に佐賀県にお生まれ

になり，鹿児島大学水産学部に入学し，今井貞彦先生
のもとで魚類学の道を志されました．鹿児島大学卒業
後，昭和32 (1957) 年に九州大学大学院農学研究科水産
学専攻に進学され，内田恵太郎先生に師事し，魚類の
生活史の研究をさらに進められました．昭和 37 (1962)

年に博士課程を単位取得退学後，直ちに助手に採用さ
れ，水産学第二講座に奉職されました．昭和 55 (1980)

年，水産増殖環境学講座の助教授，平成 4 (1992) 年，
同講座の教授に昇任され，33年間にわたって教育と研
究に従事されました．

会員通信・News & Comments 189

故 木村清朗博士 (1932–2009)．



先生は大学院生時代から，九州，四国，中国の渓流
あるいは東北，北海道の山に分け入り，ヤマメやイワナ
類の分類，分布，産卵行動，仔稚魚の形態や生態に関
し，広範囲な研究をされてきました．これら一連の仕事
は，日本における魚類の野外調査の草分け的仕事であ
り，同時にヤマメやイワナ類の生息環境の保全と増殖の
方策を提言され続けてきました．先生の研究の特徴は，
あくまでもフィールドを基本におかれ，それに終始され
たことといえるでしょう．
豊富なフィールドワークを背景とした先生の論文に
は，いつまでも色あせない深みと重みがあります．大分
のメンノツラ谷で初めて記載したイワメ（1961年，Bull.

Biogeogr. Soc. Japan, 22: 69–74），北海道に何ヵ月もこも
ってものにしたイトウの生活史（1966年，魚類学雑誌，
14: 17–25），宮崎の米良川で200 mmのレンズを装着し

たカメラを覗き込み続けて撮影したヤマメの産卵習性
（1972年，魚類学雑誌，19: 111–119），青森の追良瀬川
で見つけたアメマスの卵，仔稚魚（1974年，魚類学雑
誌，21: 85–91），然別湖に注ぐヤンベツ川で記載したミ
ヤベイワナの仔稚魚（ 1976年，九大農学芸誌， 4:

191–197），島根の三坂谷で撮影したゴギの産卵習性
（1977年，九大農学芸誌，32: 125–140）など，いずれの
論文も私たち先生の直接の弟子はもちろん，フィールド
で魚類の生活史を研究するものにとって，何度読み返し
ても感慨深い内容となっています．どの論文も一つ書き
上げるのに何年もの月日を要した労作ばかりで，先生の
野外調査への熱意が感じられます．
木村清朗先生との最初の出会いは，私が鹿児島大学
の修士2年の時でした．恩師の今井貞彦先生から，「君
の仕事が一番よくわかるのは，九州大学の木村先生だと
思うので，意見を聞きに行きなさい」といわれ，当時研
究していた池田湖の陸封アユのデータを抱えて九大の研
究室に伺ったことに始まります．先生は初対面の私に，
親切かつやさしい語り口で適切なアドバイスをしてくだ
さいました．私が九州大学に進学し，木村先生の学生と
なった後には，福岡各地の河川や佐賀のクリークでのタ
ナゴ類を初めとする淡水魚の採集に何度もご一緒させて
いただきました．私はもっぱら投網打ち係です．投網に
入った魚に目を輝かせ，ルーペでバラタナゴの腹鰭を凝
視され，「おっ，この個体には，グアニンが沈着してい
ないよ」と喜んでおられた先生のお姿が目に浮かびます．
さらに，島根の高津川水系匹見川にゴギの採集に行った
折は，てんから（毛鈎）の釣り竿を握った途端，研究者
から漁師に変身し，あっちの淵をたたき，こちらの淵を
たたき，次々にゴギを釣り上げておられました．ゴギを
手にした時の先生は，満面の笑みで本当に嬉しそうなお
顔をされていました．
魚を採集し終えると，ガラス水槽に入れて写真撮影が
始まります．普段の先生は，あまり細かいことにはこだ
わらない方でしたが，こと写真になると撮影条件を変え
ながら，一心不乱にシャッターを切り続けておられまし
た．いったい何本のフィルムを使われるのだろうと心配
になるほどでした．写真は，撮ってからが大変です．リ
バーサルフィルムは，そのまま現像に出されるのですが，
白黒フィルムは，大学に帰ってから現像と焼き付けです．
ある日のこと，焼き付けを手伝ってほしいとのことで，
二人で現像室に入りました．午前中に作業を始め，目的
の写真の焼付けが終了しました．やれやれとネガを見て
おられた先生が，同じネガの中にあるスナップ写真も焼
きたいといわれ，作業を続けることになりました．ネガ
を見ると数コマでしたので，すぐに終わるだろうと思っ
たのですが，「Yシャツの質感が出ていない」，「顔が黒
くなりすぎている」と何度も何度も焼き直しが続き，終
わったときにはお昼をとうに過ぎ，陽が傾いていたよう
に記憶しています．先生は退官後も趣味として写真を続
けておられ，先生が撮影して自ら焼いた写真で作られた
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島根県匹見川でのゴギ採集：上（右：木村清朗先生，
左：筆者）釣り上げたゴギの写真を撮る木村清朗先
生：下．



葉書が，私の手元にあります．紙面に書かれたあたたか
いお言葉とともに懐かしい思い出として，いつまでも大
切にしたいと思います．
凝るといえば，先生の文章に対する姿勢には，本当に
驚くばかりでした．原稿をもってこられて，「自分で清
書しようと思うのだが，あらが見えて直したくなってき
りがないから，清書してほしい」と頼まれたことがあり
ました．実際，自分の書いた論文の原稿を先生のところ
にもっていくと，｢まぁ座りなさい」とお茶を勧められ
（年季の入ったビーカーの上に茶漉しを乗せて入れてく
れるお茶です），世間話をしながら推敲が始まります．
小一時間ほど文章と格闘の後，やっと1段落目が終わり
ます．ところが小休憩の後，次の文章を直し始めた途
端，「あーこりゃいかん」とまた1段落目の1行目に元に
戻ります．毎日毎日，先生の部屋でお茶を飲みながら，
文章を直してもらいつつ雑談するのが日課のようになっ
ていました．大学院時代の先生との懐かしい思い出のひ
とつです．不肖の弟子を本当に根気よく指導していただ
いたと，心からありがたく思っております．
先生は，学会や水産業の発展にも積極的に貢献され，
日本魚類学会評議員，同編集委員，日本水産学会九州支
部評議員，水産庁中央漁業調整審議会専門委員，環境庁
自然環境保全基礎調査検討会検討員，福岡県内水面漁場
管理委員会委員などを歴任されました．環境庁によるい
わゆるレッドデータブックの編集には，計画の当初から
参画されるなど，自然環境の保全にも大いに尽力されま
した．

このようにお忙しい日々であったにもかかわらず，先
生は常に思いやりと温情あふれるお人柄ならびに学問に
対する真摯な態度で，私たち弟子の一人一人をご指導下
さりました．内田恵太郎–今井貞彦–木村清朗と続く内
田門下生の末弟として，先生の“魚類生活史学”に対
する志を次世代に受け継いでいかなければならないと，
深く感じております．木村清朗先生，本当にありがとう
ございました．先生から受けたさまざまな恩恵に心から
感謝しつつ，謹んでご冥福をお祈り申し上げます．

（立原一憲Katsunori Tachihara：〒903–0213 沖縄県中頭
郡西原町千原1 琉球大学理学部海洋自然科学科海洋生
物生産学大講座　e-mail: ktachiha@sci.u-ryukyu.ac.jp）

魚類学雑誌
56(2): 191

編集委員会からのお知らせ

現在，魚類学雑誌では紙媒体の原稿も受付けていま
す．2010年1月からは電子原稿のみの受付けとなります
ので，ご注意ください．2010年1月1日付けで有効な投
稿規定は学会ホームページに掲載します．
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魚類学雑誌
56(2): 191–194

2010年度年会のお知らせ

2010年度年会の予定をお知らせします．詳細は2010年4月に

出版される魚類学雑誌57巻1号に掲載します．

期　日：2010年9月23日（木）–9月26日（日）

23日　編集委員会・評議員会

24–26日　研究発表会・シンポジウム

会　場：三重県文化会館（三重県総合文化センター内）

〒514–0061 三重県津市一身田上津部田1234

シンポジウム・セッションの申し込みについて

2010年度年会でシンポジウムまたはセッションを計画されて

いる会員は下記の要領で申し込み書類を作成し，電子メールで

事務局までお送りください．会場および日時の制約上多数の申

し込みがある場合には調整を計りますので，あらかじめご了承

くださるようお願いします．セッションの主旨については魚類

学雑誌45巻2号の会記を参照してください．

申 込 先：〒164–8639 東京都中野区南台1–15–1

東京大学海洋研究所　分子海洋科学分野

日本魚類学会庶務幹事　馬渕浩司

TEL: 03–5351–6396 FAX: 03–5351–6488

e-mail: mabuchi@ori.u-tokyo.ac.jp

必要事項：(1) 和文標題，(2) 英文標題，(3) 企画者氏名，(4) 趣

旨説明（1000字以内），(5) 演者と演題，(6) 連絡先

住所・氏名（電話，ファックスおよび e-mail）．な

お，標題や演者・演題は暫定案でも結構ですが，内

容が明瞭にわかるようにしてください．ただし，実

施時の内容と大きく異なる暫定案を作成することは

避けてください．

申込締切：2010年1月31日
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2009年度年会

2009年度年会が2009年10月9日（金）–10月12日（月）に東

京海洋大学品川キャンパスにおいて開催され，以下の会合があ

った．

1. 2009年度第2回編集委員会

10月9日（金）12:00–14:45に編集委員18名が出席して2009

年度第2回編集委員会が開かれた．

2. 2009年度第1回評議員会

10月 9日（金）15:00–16:45に評議員 33名（他に委任状 12

名）が出席して開催された．議長には片野　修氏が選出された．

議事は以下の通りで，報告および答申，会計規則の改正および

細則の追加案を含む来年度活動方針案を原案通り採択した．(1)

2008–2009年度会務報告； (2) 2008–2009年度編集報告； (3)

2008年度決算報告，同監査報告，および2008年度前期収支報

告；(4) 2009年度総会以後および2010年度活動方針；(5) 2010

年度収支予算；(6) 会計規則の改正および細則の追加；(7) 第9

回 Indo-Pacific Fish Conference（IPFC 2013）について；(8) 自然

保護委員会からの報告；(9) 標準和名検討委員会からの報告；

(10) 日本魚類学会史委員会からの報告；(11) 電子情報委員会か

らの報告；(12) 学会賞に関する報告；(13) 男女共同参画委員会

からの報告；(14) 日本分類学会連合に関する報告；(15) 自然史

学会連合に関する報告；(16) 今後の年会開催予定（2010年度：

三重大学；2011年度：弘前大学）；(17) その他　無し．

3. 2009年度第1回総会

10月11日（日）16:00–16:55．出席者120名．議長には片野

修氏が選出された．議事は以下の通りであった．(1) 2008–2009

年度会務報告；(2) 2008–2009年度編集報告；(3) 2008年度決算

報告，同監査報告，および2008年度前期収支報告；(4) 2009年

度総会以後および2010年度活動方針；(5) 2010年度収支予算；

(6) 会計規則の改正および細則の追加；(7) 第 9回 Indo-Pacific

Fish Conference（IPFC 2013）について；(8) 自然保護委員会か

らの報告；(9) 標準和名検討委員会からの報告；(10) 日本魚類

学会史委員会からの報告；(11) 電子情報委員会からの報告；

(12) 学会賞に関する報告；(13) 男女共同参画委員会からの報

告；(14) 日本分類学会連合に関する報告；(15) 自然史学会連合

に関する報告；(16) 今後の年会開催予定；(17) その他　無し．

4. 日本魚類学会賞授賞式および奨励賞受賞講演

10月11日（日）17:00–17:30に日本魚類学会賞奨励賞受賞講

演が行われた．論文賞は下記の2論文が受賞した．

・Kimura, S., R. Kimura and K. Ikejima. 2008. Revision of the

genus Nuchequula with descriptions of the three new species (Per-

ciformes: Leiognathidae). Ichthyological Research, 55(1): 22–42.

・藤田朝彦・西野麻知子・細谷和海．2008. 魚類標本から見た

琵琶湖内湖の原風景．魚類学雑誌，55(2): 77–93.

奨励賞はは馬渕浩司氏が受賞し，「分子系統解析による東ア

ジア魚類形成史への新たな問題提議：ササノハベラ属と在来コ

イの研究から」のタイトルで受賞講演が行われ約150名が参加

した．

5. 2009年度第2回自然保護委員会

10月11日（日）11:45–13:20に自然保護委員会委員18名が出

席して2009年度第2回自然保護委員会が開かれた．

6. 研究発表会・市民公開シンポジウム

口頭発表第1会場・第2会場・ポスター発表第1–5会場に分

かれて197題の研究発表が行われた．参加者は開催期間を通じ

て416名（内当日参加90名）であった．シンポジウム「日本在

来魚における適応的分化：その実態とエコゲノミクスへの展

望」，「迫り来る温暖化から魚類を救え！―魚類学者たちの挑戦

―」には，それぞれ約100名が参加した．市民公開シンポジウ

ム「国内外来魚問題の現状と課題」には，約250名が参加した．

7. 懇親会

懇親会は10月11日（日）18:00–20:00に東京海洋大学生協食

堂で約300名の参加者で盛大に開催された．

8. オークション

年会会場では書籍等のオークションが行われ，44,990円の基

金を得ることができた．

9. 評議員会・総会抜粋資料

会員数（2009年7月現在）

国内 国外 計

個人会員 1075 (�79) 72 (�17) 1147 (�96)

名誉会員 4 4 8

団体会員 83 (�2) 0 83

賛助会員 1 (�1) 0 1 (�1)

購　　読 61 0 61

寄　　贈 5 16 21

（ ）内は2008年7月現在に対する増減

2008–2009年度編集報告

(1) 投稿論文

2008年：154篇（英文誌115篇，和文誌39篇）

投稿論文内訳

英文誌：分類19；系統3；形態34；行動9；生態46；稚

魚14；遺伝12；生理9；その他0

和文誌：分類11；系統0；形態1；分布4；行動1；生態

9；稚魚0；遺伝2；生理2；その他9

2009年9月8日現在：85篇（英文誌49篇，和文誌36篇）

投稿論文内訳

英文誌：分類8；系統4；形態4；行動6；生態11；稚魚

6；遺伝5；生理5；その他0

和文誌：分類 1；系統 0；形態 1；分布 3；行動 3；生態

13；稚魚0；遺伝5；生理0；その他10

(2) 原稿受付から出版までに要する日数（原著論文）
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英文誌（55巻1号から56巻3号まで）

受付から出版までの日数

最短期間： 251日；最長期間 1043日；各号の平均期間

283日（56巻1号）から576日（55巻2号）

和文誌（55巻1号から56巻2号まで）

受付から出版までの日数

最短期間：115日；最長期間487日；各号の平均期間280

日（55巻1号）から326日（55巻2号）

(3) 2009年1月から英文誌において電子投稿受付システムを

開始した．

(4) 昨年からインパクトファクター向上のために出版日を1ケ

月前倒しにするよう調整し，今年1月にこの目標を達成し

た．

(5) 2010年1月からの編集委員長に佐々木邦夫氏（現和文誌

主任）が，和文誌主任に古屋康則氏が就任する．

2009年度年会以降の活動方針

(1) 2010–2011年度会長・副会長

2010–2011年度会長は，後藤　晃氏．2009年7–9月に行われ

た会長選挙の結果，次期会長に木村清志氏が選出された．副会

長としての任期は2010–2011年度，会長としての任期は2012–

2013年度．

(2) 2010–2011年度学会賞選考委員

井口恵一朗氏，矢部　衛氏，白井　滋氏，木村清志氏，渡

辺勝敏氏

(3) 2010–2011年度庶務幹事，および会計幹事

庶務幹事：中村智幸氏，茂木正人氏，馬渕浩司氏

会計幹事：加納光樹氏，早川洋一氏

(4) 2010–2011年度会計監査

岡部　久氏，須之部友基氏

(5) 英文誌の配布方法変更に関するアンケート結果

英文誌の配布方法について国内外の個人会員にアンケートを

採った結果（回答数417件），大多数の会員のご理解を得たの

で，個人会員への英文誌配布方法の変更を2011年度より導入

する．

(6) 会員名簿の有料配布

今年度から会員名簿は希望者への有料配布（1000円／部）

となる．国内外の個人会員276名（24%）から計278冊の希望

があった．

(7) 英文HPの整備

海外会員から学会活動に関する情報を求める意見があること，

英文誌会員が近年減少傾向にあることなどから，英文HPの内

容の充実を図ることとなった．現在，英文の最終確認中で年内

の公開を目指している．

(8) オンライン入会システムの導入

オンライン入会システムを年内に導入予定である．日本語を

母語としない入会者に対する英文の会則・細則およびガイドラ

インの最終確認中である．

会計規則の改正および細則の追加について

学生会費の導入および会費未納者の研究発表申込制限に関す

る会計規則を改正したほか，年会発表者の入会義務化に関する

細則を追加した．

2009年度第1回（通算第15回）自然保護委員会議事録

日　時：2008年7月19日（日）14:00–16:30

場　所：大阪工業大学

出席者（順不同）：細谷・瀬能・森・向井・前畑・小早

川・渡辺

I. イタセンパラ・シンポの反省と今後の展開

(1) 市民へのアプローチが不足していた．

(2) 市民を意識するなら場所は淀川べりで行うべき．

(3) 総括の場があってもよかった．

(4) 特定の発言者に偏りすぎた．

(5) 学生等若い人の意見を聞く機会がなかった．

(6) 3–5年後に実証データを元に大阪で開催してはどうか．

(7) ターゲット（学生とか主婦とか）を明確にすること．

(8) 市民向けのシンポと言いつつ，演者はその立場になかった

のでは．

(9) 行政に対しては後押し的に意味があった．

(10) 放流ガイドラインの説明が不足していた．

(11) イタセンパラは身近でなく，保全も行政しかできないの

で，市民向けではなく，土木関係者を対象としたシンポ

の方がよい．

(12) コメンテーターからの意見を十分に引き出せなかった．

II. イタセンパラ保全シンポの出版提案

(1) 公開できない内容があるので難しい．

(2) 再生場所によってはまだ公開できる段階にない．

(3) 執筆者の了解が必要である．

(4) アンケート調査結果については前畑がまとめる．

(5) 実現については渡辺と前畑で検討する．

III. 淀川水系におけるイタセンパラの保護と生息環境の保全に

係る要請に対する回答

(1) 文化庁，淀川河川事務所，水産庁，環境省からの回答が

あった．

(2) 幹事会へ送付し，評議員会へ周知と学会HPへのアップを

依頼する．

IV. 平成22年度公開シンポジウムに向けて

(1) 候補は「魚類のレッドデータブックかくあるべし」，「保全

単位をどのように設定するか」，「ブルーギルを退治する」

から選択する．

(2) テーマは「魚類レッドデータブックの現状と課題」とす

る．

(3) 担当者は加納，瀬能，向井，谷口（または森）とする．

(4) 科研費公開促進費を申請する（担当：加納；アドバイ

ザー：前畑）．

(5) COP10に合わせて7月または8月に名古屋で開催する．

(6) 会場や周辺状況の情報収集を行う（担当：森）．

V. 年会時市民公開シンポジウム「国内外来種問題の現状と課

題」の準備状況について

(1) 講演要旨集は未提出の演者がいるが，ほぼ完成した．
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(2) 旅費は実費を立場や距離などに合わせて必要とされる人

に支払う（担当：向井）．

(3) 予算はシンポジウム補助費と自然保護委員会積立金から

充当する．

(4) 会場設営と懇親会の確認を行う（担当：淀）．

VI. その他

(1) パラオのサメ駆除のための法制定への対応は必要性も含

めて検討する（担当：山口）．

(2) 年会時以外の自然保護委員会開催に必要な旅費を確保す

る（担当：瀬能）．

(3) 希少海水魚リスト作成のためのアンケート調査を進める

（担当：工藤）．

2009年度第2回（通算第16回）自然保護委員会議事録

日　時：2009年10月11日（日）11:45–13:20

場　所：東京海洋大学品川キャンパス 42番講義室

出席者 （順不同）：細谷・瀬能・小宮山・酒井・鈴木・丸

山・山口・淀・向井・小早川・工藤・前畑・後

藤・田北・中井・鬼倉・渡辺・加納・稲（東海大

学出版会）

I. 市民公開シンポジウム「国内外来魚問題の現状と課題」の

開催準備の最終確認

(1) 集合時間と場所，アンケート用紙・プログラム・ガイド

ラインの配布，懇親会の参加者数について確認した．

(2) 論点について整理し，保全のための放流に対する当委員

会の統一見解について確認した．

II. シンポジウムの成果の取り扱い

(1) 出版の可否を自然保護委員会で検討した後，可能な場合

は普及啓発を目的とした書籍として出版する．

(2) 複数の出版社を検討した結果，東海大学出版会の新しい

叢書として，以下の条件で刊行を進める．

(2)-1 A5判で巻数を振る．

(2)-2 最低5つのテーマ（シリーズ5巻）を必要とする．

(2)-3 編集委員会（座長と委員）を組織する．

(2)-4 シンポジウムの講演者以外の専門家の執筆もありうる．

(2)-5 著作権は著者として，費用は出版会が負担する．

(2)-6 印税は初版5%，二刷り以降は10%とする．

(2)-7 著者と学会の印税は従来のとおり配分する．

(2)-8 自然保護委員会編とし，責任編集者を明記する.

(2)-9 責任編集者は自然保護委員会委員のメンバーが担う．

(2)-10 引用図等の著作権処理は著者が行う．

(2)-11 2000部の場合，本文200ページ，カラー8ページで

2800円–3200円の価格帯となる．

(3)「人と田んぼと魚たち」の出版について

(3)-1 当委員会編の叢書第1巻として刊行する．

(3)-2 締切を2010年6月20日とし，執筆依頼を年会終了後

に行う．

(3)-3 発行を2010年度年会時に間に合わせる．

(4)「国内外来魚問題の現状と課題」の出版について

(4)-1 出版する方向で進める．

(5) 「絶体絶命の淡水魚イタセンパラ」の出版について

(5)-1 渡辺（責任編集：渡辺・前畑）を中心に検討する．

III. 今後のシンポジウム

(1) 国内外来種問題への対応の一環として，向井委員を中心

に2009年度年会時にシンポジウムを企画する．

(2) 淡水魚が中心だったので海産魚をテーマとして取り上げ

る．

(3) MLでアイデアを出していく．

IV. 霞ヶ浦導水路事業への対応について

(1) 要望書提出も含めて引き続き検討する．

V. 希少海産魚問題検討部会の強化

(1) 委員の刷新も視野に入れ，引き続き検討する．

VI. 希少魚シリーズ

(1) 海産魚をテーマとして取り上げる．

(2) MLでアイデアを出していく．

VII. 2010年度公開シンポに向けて

(1) 配付資料に基づき，以下の説明があった．

(1)-1 開催時期：COP10に合わせて 2010年 7月 17日（土）

13:00–17:00．

(1)-2 開催場所： COP10に合わせて名古屋市内のホール

（150人規模）を予定．

(1)-3 基調講演，話題提供，パネルディスカッション，コメ

ンテーターのテーマと講演予定者の進捗．

(1)-4 後援予定団体．

(2) 科学研究費の取得を目指す．

(3) 科研費が得られなかった場合の予算措置を検討する．

(4) 目的をレッドリストの改善とし，ネガティブな面とポジテ

ィブな面の両面を出す．

(5) 「魚類」をタイトルに含める．

(6) 開始時間については引き続き検討する．

(7) 開催場所（担当者：森）について確認する．
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魚類学雑誌
56(2): 195

魚類学雑誌56巻2号をお届けします．総説1，本論文3，短

報5の構成です．本号ではひさしぶりに総説を掲載することが

できました．不案内な分野での研究の進捗状況が一気に把握で

きる点，会員のみなさまにとってメリット大であると思います．

意欲的な総説のご投稿，お待ちしています．

編集作業をしていると，漢字とかなの使いわけにはいつも悩

まされます．漢字でもかなでも両方とも正しい表記ですから，

すべてを著者にまかすのも１つの考え方でしょう．その一方，

本誌のように字画の多い専門用語が頻出する雑誌では，かな表

記の多用もとりえる立場です．「及び」，「従って」，「全て」な

どはかなにするようにしていますが，こちらの煮え切らない性

格もあり，徹底できているわけではありません．かなを漢字に

直すことは基本的にしないといったところでしょうか．ともあ

れ，原稿の字面を見たときに，暗い印象を受けるようであれば、

かなを交えて「明度」を高める気持ちでいると，読みやすい原

稿ができると思いますが，いかがでしょう．

本号から「魚類学雑誌投稿規定」と「原稿作成上の注意」の

印刷をとりやめました．投稿をなさる方は学会ホームページで

最新版を参照してください．

56巻の編集にあたり，下記の方々に原稿の校閲でご尽力いた

だきました．記してお礼いたします（敬称略）．

藍沢正宏，福井　篤，後藤　晃，早川洋一，今村　央（4），

井上幹生，神宮字　寛，片山英里，亀甲武志，木村清志，北

野　聡，古屋康則，工樂樹洋，真鍋尚也，本村浩之，向井貴

彦，村瀬敦宣，岡本　誠，中村智幸，成瀬　清，斉藤憲治，

佐々木邦夫（3），佐藤拓哉（2），柴田淳也，篠原現人（4），

高木基裕，高橋　洋，高久宏佑，高田啓介，竹花祐介．

（佐々木邦夫）
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