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国内外来魚問題とは？

Problems arising from the “domestic alien” fishes 

in Japan

希少魚類の存続を脅かす要因として，外来魚の影響
は看過することができない問題である．例えば，日本各
地におけるサンフィッシュ科のオオクチバスやコクチバ
ス，ブルーギルなどの北米原産の外来魚の捕食による影
響は明らかであり（淀ほか，2005），希少魚や在来群集
の保全を目的とした駆除活動が各地で行われている（細
谷・高橋，2006;  高橋，2009）．他にも，沖縄島のメダ
カが北米産のカダヤシとの競争によって激減した事例
や，ニッポンバラタナゴが中国大陸産の別亜種タイリク
バラタナゴと交雑することで遺伝的に侵略されてしまう
現象もよく知られている（川合ほか，1980）．
しかし，その一方で，日本産魚類の国内での移殖・導
入による「国内外来魚」に対する問題意識は非常に乏
しい．国内外来魚には，1）種・亜種の分布域外への導
入，2）同種の異なる地域集団への導入，といった2つ
の場合があり，どちらも「水産種苗としての導入」，「種
苗への非意図的な混入」，「個人や団体による飼育魚の
放流」などが原因となっている（向井，2007）．前者
（種・亜種の導入）の場合，自然史への人為的介入とい
う意味で海外からの外来種の導入と本質的に同じであ
り，それが野生化したり定着すれば，捕食や競争を通じ
て在来生物になんらかの影響をもたらすことになるだろ
う．また，後者（同種の導入）の場合，純淡水魚は地
域ごとに異なる遺伝的特徴をもつため（渡辺ほか，2006），
同種の異なる地域集団の導入が行われると，容易に交雑
して地域固有の特性が失われてしまう．近年，海産魚や
通し回遊魚においても遺伝的に異なる地域集団の存在が
明らかにされつつあるが，いくつかの魚種については大
規模な種苗放流が行われているため，こうした問題は純
淡水魚に限ったことではない.

また，国内外来魚の問題は，研究者の間で古くから認
識されていたが（川合ほか，1980;  沖山・鈴木，1985），
「獲った分は放流して補う」という水産放流の明快な論
理の前には，やむをえないこととされてきた．さらに，
自然史の所産である生物の地理的変異の重要性は市民
や行政には必ずしも理解されにくく，導入がなぜ問題な
のか，言葉を尽くしても納得してもらえない場合もある．

2004年の環境省の調査において，「生物多様性」という
言葉の意味を知っている人は約10%，言葉を聞いたこと
がある人を含めても約 30%しかいなかった（環境省，
2008）という事実は，生物の地理的多様性が失われるこ
との問題を理解してもらうための障壁の大きさをあらわ
している．
このような現状を打破するための第一歩として，国内
外来魚が生物多様性を減少させているという事実を明確
に示すことが重要である．いかにして国内外来魚問題を
啓発していくのか，遺伝的攪乱（もしくは外来遺伝子の
浸透による“遺伝子汚染”）の生じた希少魚の個体群を
どのように扱うのか，非在来分布域に定着した絶滅寸前
の希少魚は保護するべきか，といった議論も必要とされ
ている．しかしまず第一に，国内外来魚が「生態系に影
響を与え」，「希少魚の絶滅を引き起こし」，「何百万年
もかけて形成された生物の地理的多様性を失わせてい
る」ことを明示し，国内外来魚問題に関する社会的合
意を得るチャンスを広げることが大切である．すでにイ
ワナやヤマメのような渓流魚については，在来個体群の
価値を釣り人や漁協が理解し，共有することで，安易な
放流を止めて在来個体群を保護する方向へと進みつつあ
るケースもある（中村・飯田，2009）．
本号の「シリーズ・日本の希少魚類の現状と課題」
では，国内外来魚問題に関連する具体例として，メダカ
の遺伝的攪乱と，モツゴが希少魚のシナイモツゴに与え
た影響について取り上げた．その他の事例についても，
2009年10月の日本魚類学会市民公開シンポジウム「国
内外来魚問題の現状と課題」の概要として，学会の
ウェブサイト内でも公開されているので参照されたい
（http://www.fish-isj.jp/event/sympohist/opensympo_2009b.

html）．
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メダカ：人為的な放流による遺伝的攪乱

Medaka (Oryzias latipes): genetic introgression resulting

from artificial transplantation

メダカOryzias latipesは日本在来の淡水魚であり，日
本人にとって最も馴染みの深い魚のひとつである．かつ
ては日本中どこの水田でもみられ，我々と長い間生息環
境を共にしてきたことがその背景にあると考えられる．
小さく可愛らしい魚であり，飼育が容易であることも理
由のひとつであろう．鑑賞魚店では必ずといっていいほ
どみかけるポピュラーな魚であるが，近年は野外でその
姿をみることが少なくなった．この30年でメダカの生息
地は急速に失われ，1999年2月に発表されたレッドリス
トに「絶滅危惧 II類（VU）」として掲載された（環境
庁，1999）．このことはマスコミでも大きく取り上げら
れ，ごくありふれた小魚であったメダカがにわかに脚光
を浴びることになった．それに前後して，各地で保全活
動が進められている．しかし，観賞魚としての流通や飼
育の容易さが仇となり，安易な放流による遺伝的攪乱が
生じ，保全とは逆の効果をもたらしている．ここでは，
メダカ生息地の現状や保全への課題をまとめ，種内の遺
伝的多様性を考慮した今後の保全策について述べる．
形態的特徴
最大標準体長約35 mmの小型淡水魚であり，眼が大

きく，臀鰭の幅が広いことが特徴である（図1）．口が上
向きで下顎がやや突出しており，背鰭の位置は体の後方

（臀鰭の後端とほぼ同じ位置）にある．鰭の形から雌雄
の判別が容易なこともメダカの特徴であり，雄の長い背
鰭と臀鰭は産卵行動の際，雌を側方から抱きかかえる役
割を果たす．野生メダカの体色は淡褐色で，背部中央に
後頭部から背鰭にかけて太い暗褐色の背中線がある．こ
のような野生型の体色をもつ個体は一般に「クロメダカ」
と呼ばれている．体色については多くの突然変異体が単
離されており，それら変異体のいくつかは鑑賞魚店など
でも販売されている．なかでもオレンジ色の「ヒメダカ」
は安価であるため，愛玩用・教材用として有名である．
生息環境と生活史
メダカは平野の水田，用水路，沼，池，潟などの止
水・半止水域に生息し，動植物プランクトン，付着藻
類，小さな落下昆虫などを食す雑食性である（岩松，
2006）．一生を淡水域で過ごすが，塩分に対する耐性も
強く，塩田や河口域でみられることもある．日本国内に
自然分布し，北限の青森県から南限の沖縄本島まで広
く分布する．また，北海道でも移殖による分布が確認さ
れている．国外では，朝鮮半島，中国大陸，台湾島に
分布する．メダカ属Oryziasはすべてアジア固有の淡水
魚であり，メダカを含め約 20種が記載されている
（Takehana et al., 2005）．
野生メダカの寿命は1年と数ヶ月程度であり，毎年世
代交代を行っている．産卵時期は4月中旬から8月下旬
頃までで，産卵は早朝に行われる．1度の産卵で1個体
当たり20–50個程度の卵を産む．雌は生殖口に卵塊をつ
けたまま遊泳し，やがて水草などに卵塊を付着させる．
孵化した稚魚は夏の間に成長し，多くの個体は未成熟の
まま越冬した後，翌年の春に成熟する．越年魚のほとん
どは産卵後の5月から6月に死滅し，複数年越冬する個
体は少ない．4月から5月に生まれた当歳魚が夏の終わ
りまでに成熟し繁殖に参加することもある．生息地や生
息環境が異なっていても，その生活史はあまり変わらな
い（寺尾，1985;  Egami et al., 1988;  濱口ほか，2003）．
なお，飼育下では3–5年程度の寿命をもつ．
属名Oryziasがイネの属名Oryzaに由来することが示す
ように，メダカは水田周辺で普通にみられた魚である．
メダカの産卵時期はちょうど水田に水が張られる時期と
一致し，水田で孵化した稚魚は肥沃な土壌が育む豊富
な餌生物を食べて成長する．成長した個体は水田から水
が無くなる秋頃に用水路へ移動し，そこで越冬する．そ
して翌年の春には再び用水路から広い水田へと移動して
産卵する．このように，メダカの生活史と稲作のサイク
ルが一致したために，水田が格好の生息場所になったと
考えられる．偶然に人が水田で養ってきた，まさに「水
田の魚」である．
種内の遺伝的多様性
アロザイム分析により，国内の野生集団は大きく2つ
のグループ，「北日本集団」と「南日本集団」に分けら
れることが明らかになっている（図1；Sakaizumi et al.,
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1983）．北日本集団は青森県の東部から日本海沿いに丹
後半島の東側まで分布し，それ以外の地域の集団はすべ
て南日本集団にまとめられる．また，両者の分布境界に
あたる丹後・但馬地方には，南北集団の雑種に起源を
もつ「ハイブリッド集団」が存在する．北日本集団と南
日本集団の遺伝的分化は別種レベルにまで達している
が，両者は交配可能であり，少なくとも飼育下で生殖的
隔離は認められていない（Sakaizumi et al., 1992）．この
南北集団間の大きな遺伝的分化はミトコンドリアDNA

の分析からも確認されており，分子時計の適用によりそ
の分岐年代は400–500万年前と推定されている（Take-

hana et al., 2003）．最近のベイズ法に基づく分岐年代推
定では，両者の分岐はさらに古く，約 1,800万年前で
あった可能性が指摘されている（Setiamarga et al., 2009）．
いずれにしても，両者の分岐が非常に古い時代であった
ことは間違いない．
地域固有の遺伝的差異は南北集団内にも認められ，
ミトコンドリアDNAの解析から北日本集団は，能登・
加賀地方に特有のサブクレード，丹後・但馬地方特有
のサブクレードおよびそれ以外の地域に分布するサブク
レード，の3つに分けられる．一方，南日本集団はアロ
ザイム遺伝子座における地域固有の対立遺伝子の分布か
ら，「東日本型」，「東瀬戸内型」，「西瀬戸内型」，「山陰

型」，「北部九州型」，「大隅型」，「有明型」，「薩摩型」
および「琉球型」の9つの「地域型」に分けられている
（酒泉，1990，2000）．ミトコンドリアDNAの分析では，
山陰型や東日本型がさらに複数のサブクレードに分類で
きるほか，南北集団の分岐とほぼ同時期まで遡る遺存的
な系統（クレードC）の存在も明らかになっている
（Takehana et al., 2003）．
メダカの南北集団や地域型に代表される地理的変異
は，種という分類群が遺伝的に多様な集団の集まりであ
ることを示している．このような種内の遺伝的多様性を
生じさせる要因のひとつは「隔離」である．分布域が山
地の隆起などの地理的障壁によって分断されて遺伝的な
交流がなくなると，突然変異の蓄積によってそれぞれの
分布域に独自の遺伝的特性をもつ集団が形成される．こ
のような隔離が長い時間維持されると，やがては異なる
種へと分化する．しがたって，メダカにみられる地理的
変異の存在は，地域間で長い隔離の時間があったことを
示しているだけでなく，メダカという種が「進化し続け
る実体」であることを物語っている．
個体群の現況

1997年から 1999年にかけて環境省により行われた
「種の多様性調査」によれば，北海道，東京都，福井
県，山梨県，愛媛県および宮崎県からは1993年以降の
分布記録がなく，分布地点が10地点に満たない県が27

あった（環境省，2002）．その後，2001年から2003年に
かけて実施された農林水産省と環境省の連携による「田
んぼの生きもの調査」では，北海道（移殖），福井県，
愛媛県および宮崎県からはメダカの分布が確認された
が，東京都と山梨県からは分布の再確認が得られていな
い（農林水産省・環境省，2004）．
自然分布地の減少に拍車をかけた要因として，（1）大
型区画水田化と乾田化，また用水路整備にともなう溜
池の不用化，都市近郊の各種造成工事による生息地の
消失，（2）生活雑排水の生息地への流入汚染，（3）用
水路のU字溝化とコンクリート壁化，（4）産卵床として
の水草繁茂地の減少と消失，（5）用水路と水田との水
流落差の増大による生息地の孤立化，（6）外来魚のブ
ラックバスやブルーギルなどによる食害，が挙げられて
いる（環境省，2003）．また，温暖な地方では，生態的
に競合するカダヤシやグッピーの移殖によってメダカが
駆逐されているという報告もある（佐原・幸地，1980）．
しかし，メダカの減少は，大型区画水田化や乾田化と，
用水路整備による「生息地の消失」によるところが大き
い．水田周辺の構造が大きく変化したことによって，メ
ダカをはじめとする止水性の動物のすみか自体が減って
しまったことが主な原因と考えられる．
今日メダカがみられる生息地は，年間を通じて水量が
安定している一部の水田や用水路，溜池などである．こ
のような場所では，個体数は年間を通じて比較的安定し
ている．しかし，用水路の水が排出されずに溜まった場
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図1．北日本集団のメダカ（上）と南日本集団のメダカ
（下）（いずれも京都府由良川水系産，近畿大学　朝井
俊亘氏提供）．両者の間には大きな遺伝的分化が認めら
れるが，形態的な差異はきわめて小さい．



所など，不安定な環境に生息している場合も少なくな
い．
保全への課題，遺伝的攪乱　
生息地が減少している一方で，環境保護や環境教育
を目的としたメダカの放流が各地で行われている．メダ
カの保全を考えるうえでの大きな問題のひとつは，この
放流による遺伝的攪乱である．
メダカに地域固有の遺伝的変異が存在することは先に

述べたが，地形や水系の分布と遺伝的な地域型の分布
が一致しない地域が確認されている．関東地方では，荒
川・利根川水系のほとんどの個体群で，瀬戸内地方や
九州北部に分布するミトコンドリアDNAのハプロタイプ
が検出されている（竹花・酒泉，2002;  Takehana et al.,

2003）．東海地方や北陸地方ではこれらのハプロタイプ
が認められないことから，関東地方での分布は人為的な
要因を疑わざるを得ない．1980年代に行われたアロザイ
ム分析でも，一部の遺伝子座で同様の現象が認められて
おり（Sakaizumi et al., 1983），かなり前から人為的移殖
による大規模な遺伝的攪乱が生じてきた可能性が考えら
れる．また，近年造成された自然公園などにおいても，
しばしばその地域には存在するはずのないハプロタイプ
が検出されることがあり，移殖放流が現時点においても
広範囲に行われている可能性が指摘されている（竹花・
酒泉，2002）．
近年では，観賞用や教育教材として大量に養殖・販
売されているヒメダカの放流も懸念されている．ヒメダ
カが野外に放流されたケースは数多く報告されており，
野外におけるヒメダカの目撃情報も多い（瀬能，2000）．
特に，ヒメダカの主産地である愛知県弥富市や奈良県大
和郡山市では，養殖池からの逸出が懸念されている．最
近，大和郡山市を流れる大和川水系について，野外調
査とミトコンドリアDNAを用いた遺伝子分析が行われ
た（小山・北川，2009）．その結果，調査が行われた45

集団のうち7集団からヒメダカが得られ，そのうち4集
団では野生型メダカとヒメダカが混在していた．野外で
みられたヒメダカの多くは流通ヒメダカと共通のハプロ
タイプをもち，一部の野生型個体からも同一のハプロタ
イプが検出された．これらことから，ヒメダカが養殖池
から近隣の水域へ逸出しているだけでなく，すでにヒメ
ダカと野生メダカの交雑が生じている可能性が示唆され
た．
このような他の地域の個体群を用いた移殖放流やヒメ
ダカの放流・逸出が問題視される理由は，不可逆的な
「遺伝的攪乱」が生じるためである．前述のように，メ
ダカの遺伝的な特性は地域や水系によって大きく異な
り，この遺伝的差異は長い時間をかけて形成されたもの
である．そのため，他の地域のメダカやヒメダカを野外
に放流すれば，地域集団がもつ遺伝的特徴に大きな影響
を与え，遺伝子レベルの生物資源の消失につながる．在
来集団と放流集団の間に生殖的隔離がない，または不完

全であるために交雑が起こり，集団の遺伝子の構成に変
化が生じるからである．そしていったん，遺伝的攪乱が
起きてしまうと，二度と元に戻すことはできない．特に
レッドリストに掲載されて以来，メダカの保護を目的と
した放流事業が住民団体や学校，行政等により行われて
いる．このような取り組みが，遺伝的攪乱を助長するよ
うでは本末転倒である．今後もこうした人為的な分布拡
大が危惧されるとともに，さらなる遺伝的攪乱が懸念さ
れる．
保全への取組みと今後の保全対策　
メダカは1999年に「絶滅危惧 II類（VU）」として初
めてレッドリストに掲載され（環境庁，1999），2007年
の改訂版レッドリストでは北日本集団と南日本集団を亜
種レベルで区別し，それぞれを絶滅危惧 II類に指定した
（環境省，2007）．この措置は，メダカを含めた止水性生
物の生息地が危機的状況にあることを示しただけでな
く，種内の遺伝的分化を考慮して，南北集団それぞれを
独立した単位として保全する必要があることを明確にし
たという点で重要である．
先に述べたように，メダカの主な減少原因は生息地の
消失である．そのため，本種の保全を図るためには，（1）
現在の生息地を確実に保全し，（2）生息可能な場所や
移動経路を増やすこと，が必要である．そのためには，
メダカをはじめとする水生生物が生息・移動可能な水田
生態系の復元が望まれる．現在の生息地には，地元住
民の努力によって適切に管理され，安定した水位が保た
れている場所も少なくない．そのような状況が今後も維
持されれば，地域固有のメダカを保全することは十分可
能である．また，これまでの遺伝子分析によって遺伝的
差異が認められていない場合でも，それは単に我々の分
析能力の問題かもしれない．近年の研究からは，同じ北
日本集団でありながら，成長速度や脊椎骨数に緯度に
沿った変異（クライン）が存在することが明らかになっ
ており（Yamahira et al., 2007;  Yamahira and Nishida,

2009），今後，詳細な分析を行えば，水系だけでなく
個々の集団ごとに固有で適応的な遺伝的特徴が明らかに
なる可能性もある．したがって，メダカの遺伝的多様性
を保全するには，現在の生息地をひとつでも多く残すこ
とが必要である．一方，「めだか」には水辺の生き物の
象徴という側面もある．メダカの生息地はメダカに限ら
ず，他の希少水生動植物の生息地であることも多い．メ
ダカが生息している水域において動植物相や水環境を把
握するための調査を行った上で，メダカを含めた多様な
生物が生息できる環境を整えることが重要である．
メダカ生息地の保全と並行して，メダカ保護を目的と
した放流事業が各地で行われている．しかし，現時点で
は放流によって個体群を回復しなければならないほど深
刻な状況は少ない．むしろ，放流によって生じる遺伝的
攪乱のリスクの方がはるかに大きい．放流の動機には
「地元の水辺にメダカがいてほしい」という情動的な理
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由が多いが，そのような場合は，放流を考える前にその
地域に生息する野生メダカを徹底的に調査すべきであ
り，残された生息地の保全を第一に検討するべきである．
放流したメダカが生存できる場所ならば在来のメダカが
残っている可能性が高く，逆にメダカが生存できないよ
うな環境では放流したメダカも生存が困難であろう．ど
うしても放流を行いたいという場合は，日本魚類学会
（2005）の「生物多様性の保全をめざした魚類の放流ガ
イドライン」に沿って，地元の大学，博物館や自然科学
館等の専門家と一緒になって進めるべきである．その際
には，「採集地と同じ場所」あるいは「できるだけ近い
場所」に由来する個体を放流することが大前提となる．
保全意識を高める環境教育が目的であれば，水族館・
博物館の展示やビオトープなどでの自然観察会で十分代
用できる．しかし，その地域に生息する個体群は決して
他の地域に生息する個体群では代用できないのである．
メダカ種内の遺伝的多様性は，数百万年という非常
に長い時間をかけて形成されたものである．一方，世界
遺産として登録されている最古の木造建築である法隆寺
でさえ，1,400年の歴史にすぎない．今後は，法隆寺よ
りはるかに古い歴史をもつ生き物の多様性が，「自然の
遺産」として重要な価値をもつという環境教育も必要に
なると思われる．「進化する実体」としてのメダカの遺
伝的多様性を保全するには，現在生息している個体群を
確実に保全していくとともに，これ以上の人為的攪乱を
防ぐことが重要である．
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シナイモツゴ：希少になった雑魚をまもる

Pseudorasbora pumila pumila: Conservation priorities for

the endangered minnow

シナイモツゴPseudorasbora pumila pumilaは，コイ科
ヒガイ亜科に属する全長数センチほどの日本固有種であ
る．関東・中部以東の本州に広く分布し，和名は模式
産地である宮城県の旧品井沼に由来する．本種は日本
で初めて発行されたレッドデータブック（環境庁，1991）
に希少種として記載され，その後，絶滅危惧種 IB類
（環境省，2003），絶滅危惧種 IA類（環境省，2007）と
ランクを上げながら常にリストされている．
日本産モツゴ属魚類にはPseudorasbora pumilaとモツ

ゴP. parvaの2種が知られている．前者は，シナイモツゴ
と濃尾平野に生息するウシモツゴP. pumila subsp.の2亜
種からなる．2種の外部形態は非常に似ているが，シナ
イモツゴとウシモツゴは側線有孔鱗を肩部に0枚から数
枚しかもたないのに対し，モツゴは肩部から尾部まで連
続しているので識別できる（中村，1969）．また，両亜
種はモツゴと比較して頭部が大きく尾柄が太い．モツゴ
は，アムール以南の東アジアに広く分布し，日本では本
州中部を縦断するフォッサマグナ周辺域を北限とする
（中村，1969;  Watanabe et al., 2000）．モツゴはシナイモ
ツゴとは異所的に分布していたが，コイやフナなどの種
苗放流に混入し，今では沖縄から北海道まで日本全国
で観察される国内外来魚となった（内山，1987;  中井，
2004）．後述するようにモツゴの分布拡大はシナイモツ
ゴの減少に深く関与している．

生態学的特徴　
モツゴ属魚類は，ため池や沼などの止水域あるいは水
路などの流れの緩やかな場所に生息する．水域の中央部
より岸辺周辺を好み，池底が腐食質に富み，淀んだ池沼
を好む（中村，1969）．側線有孔鱗数が少なく，ずんぐ
りとした太短い体型をしたシナイモツゴは止水域に適応
していると考えられる（内山，1987）．底生の小動物や
プランクトンおよび付着藻類を食べる雑食性であり，雌
は雄に比べて大型になる．雌雄ともに1年で成熟し，野
生個体の寿命は2年から3年とされる（中村，1969）．
シナイモツゴはくすんだ茶色の地味な色をしているが，
繁殖期である3月末から6月になると，雄は全身に真っ
黒な婚姻色と頭部前面に追星（白点）を呈する（中村，
1969）．繁殖雄は，産卵場所となる抽水植物の茎や葉の
裏，石や貝などの基質の周りに縄張りをつくり，複数の
雌と交配する．雌は数百粒の卵を1シーズンに複数回産
卵する．雄は卵がふ化するまで1週間から10日ほど保護
し，稚魚はふ化してまもなくプランクトンなどの餌を食

べる．

分布の現状　
本種は，日本海側では新潟県および長野県を流れる信
濃川水系，太平洋側では東京都の江戸川水系を南限と
し，関東・中部以東の本州に広く分布していた（中村，
1969）．中村（1969）は，関東平野（東京都葛飾区と群
馬県館林市）において本種を確認しているが，1940年
代にはほぼ絶滅状態であったと報告している．関東地方
各県のレッドデータブックでは，埼玉県と群馬県では絶
滅と評価され，東京都，栃木県，茨城県，千葉県およ
び神奈川県では，情報不足，あるいは記載なしとなって
いる．現存する生息地は，東北地方の全6県，および中
部地方の長野県と新潟県で確認されており，各県のレッ
ドデータブックでは絶滅リスクの高い種として記載され
ている．現在の分布南限は，日本海側では長野県，太
平洋側では福島県，北限は青森県および岩手県となる．
また，日本海側の秋田県，山形県および新潟県ではそれ
ぞれ10地点前後の生息地が残存するが（新潟県，2001;

環境省，2003），その他の生息地は各県1–3地点ときわ
めて少ない．北海道石狩川水系や道南でも生息が確認
されているが，本州からの移植と考えられる（疋田，
1959;  Koga and Goto, 2005）．

外来魚モツゴによる置換とその抑制　
シナイモツゴは各地でモツゴと置き換わりながら急激
に姿を消したが（細谷，1979;  内山，1987），その因果
関係については不明であった．長野県北部において，モ
ツゴが侵入して間もないシナイモツゴ個体群が発見され
（清水，1996），その置換様式が少しずつ明らかになって
きた．
交雑による種の置換 2種は同所的に生息すると，自
然環境下においても容易に交雑してしまう（Konishi et

al., 2003;  小西・高田，2005）．交雑個体群の種組成の
変化から，モツゴの侵入・定着後わずか数年で置換する
可能性が示唆された．自然雑種はすべてF1世代であり，
繁殖能力のない不稔であった．また，水槽内では正逆交
雑するが，野外ではシナイモツゴ雌とモツゴ雄間に由来
する雑種個体しか発見されなかった（Konishi and Takata,

2004a）．雑種が不稔になる場合，交雑は世代の継続に
貢献しない．長野県の例は，交雑を起こしながらも戻し
交雑による“遺伝子汚染”の危険性が極めて低い稀な例
である（河村ほか，2009）．ただし地域によっては戻し
交雑個体が確認されているので（Koga and Goto, 2005），
交雑経歴のある池についてはマイクロサテライトDNA

（Konishi and Takata, 2004b）などの分子マーカーを用い
て，遺伝子汚染の有無を確認すべきであろう．
モツゴ属魚類は1シーズンに複数回交配するので，シ
ナイモツゴ雌と交雑したモツゴ雄は同種雌とも交配でき
る．モツゴが交雑に費やすコストは，高価な卵を不稔雑
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種形成に提供するシナイモツゴと比べてはるかに小さ
い．したがって，非対称な方向性をもつ交雑は種の置換
を促している可能性が高い．非対称性をもたらす原因は
まだ明らかにされていないが，産卵基質をめぐる雄間競
争の勝敗はサイズ依存的に決まることから（Konishi and

Takata, 2004c），有限な産卵場所しかない野外では，よ
り大型に成長するモツゴ（中村，1969）が基質獲得に有
利となるのかもしれない．
両種の生息環境条件には多数の共通点が認められてい
ることから（Konishi et al., 2009），交雑をともなう繁殖
干渉（繁殖をめぐる競争）だけでなく，生息場所や餌資
源をめぐる一般的な種間競争の影響も無視できない．個
体群成長に関わる生活史形質（産卵数，成熟齢，成長
速度など）の種間比較や密度依存的な要因（水域の環
境収容力，産卵基質の分布，初期個体数比など）を加
味したシミュレーションモデルの構築は，種の置換リス
クの予測・評価に有効であろう．
以上の知見や予測は，モツゴの脅威を取り除くことが
シナイモツゴ保全において優先すべき課題であることを
明示し，その方法を開発するための有益な情報を提供す
る．また，国内外来魚問題の現状を理解し，種苗放流
による間接的な生態系攪乱の影響や非意図的な生物の
分散の危険性を訴える科学的根拠となる．
国内外来魚モツゴの管理策 モツゴはシナイモツゴと
見た目が酷似している上，すでに東日本の平野部では普
通種となっており，国内外来魚としての認識は低い．シ
ナイモツゴ生息地への意図しないモツゴの侵入を防ぐに
は，生息地住民に対して国内外来魚モツゴの周知を図る
ことが重要であろう．
地形，水路ネットワークおよびため池の構造は，モツ
ゴの侵入・定着リスクを予測するための重要な情報とな
る．長野県北部のシナイモツゴ生息地では，山の斜面の
中腹にモツゴが侵入し，水路ネットワークを通じて下方
へと分散したと考えられている（小西・高田，2005）．
頂上付近へのモツゴの侵入は，地域全体のシナイモツゴ
の絶滅リスクを高めるため，いち早く検出するためのモ
ニタリング体制を要する．また，池岸の水深はモツゴの
定着リスクの予測に有効なパラメータの1つとなってい
る（Konishi et al., 2009）．モツゴは一旦定着すると急速
に増加するので，シナイモツゴ個体群への侵入が確認さ
れた場合，池の水を抜くなど短期間で徹底的に実施でき
る方法が良い（小西・高田，未発表データ）．
駆除による生態系管理は，すでに定着した外来種の生
態的役割や2次的な影響についても留意した順応的な視
点で実施されるべきである（Zavaleta et al., 2001;  石田ほ
か，2003）．置換後の生態系では，シナイモツゴの役割
をモツゴが担っている可能性が考えられるので，駆除の
際の影響評価は重要である．また，在来生態系の復元
を目標とするならば，モツゴの駆除後にシナイモツゴの
（再）放流が求められることもあるだろう．その際には，

地域個体群の遺伝的固有性と放流個体の遺伝的多様性
に配慮し，安全で，かつ成功の見込みが高い放流を実施
しなければならない（日本魚類学会，2005）．
外来魚モツゴ モツゴの分布拡大は国内だけの現象で

はなく，1960年代にルーマニアで確認されて以降，本種
の移入地は欧州各地，中央アジア各国，北アフリカ
（Bianco, 1988），さらには太平洋のフィジー（FAO, 1997）
と広範に及んでいる．感染病・寄生虫の媒介や種間競
争を介した在来種の駆逐など，モツゴは侵略性の高い外
来魚として世界的に警戒されている（Britton et al., 2010）．
欧州のモツゴは大陸産と予想されるが（Briolay et al.,

1998），国内においても大陸産モツゴと推定される
mtDNAハプロタイプを有する個体が発見されており
（Watanabe et al., 2000），国内のモツゴの一部は国外外来
魚である可能性がある．

保全の取り組み
保全の取り組みは地域によって大きく異なると考えら
れる．ここでは，宮城県のNPO法人「シナイモツゴ郷
の会」と長野県の例について紹介する．
保全活動の例—宮城県— シナイモツゴ郷の会は，

2002年に結成され，2004年にはNPO法人化されている．
繁殖を補助するための技術として人工産卵基質や稚魚の
初期餌料の開発など，シナイモツゴの保存・増殖に欠か
せないもっとも重要な手法を確立している（大浦ほか，
2006）．また，1996年に宮城県鹿島台町で再発見された
唯一の野生個体群（高橋ほか，1995）に対し，里親制
度を導入し，危険分散や生息域の拡大に着手している．
会の活動は，シナイモツゴの保護事業（生物調査，ため
池管理）や復元事業（繁殖補助，再導入）にとどまら
ず，社会教育活動支援（一般市民を対象とした積極的
な勉強会や観察会，里親里子活動），啓発宣伝事業
（「シナイモツゴ郷の米」の生産，ニューズレター「シナ
イ通信」の発信），環境保全事業（ゼニタナゴ復元プロ
ジェクト，伊豆沼バスバスターズ）など幅広い活動と視
野で，自然再生を目標としている．
保全活動の例—長野県— 長野県では，自治体が中
心となって，シナイモツゴの生息状況追跡調査，ため池
使用実態調査，ため池群の水系調査（水路のつながり
状況），外来魚（ブルーギルおよびモツゴ）駆除および
遺伝子解析による雑種判別など，多岐にわたった活動を
実施している（高田・小西，2006）．2006年には県の希
少野生動植物保護条例の対象種に唯一の淡水魚として
指定されたが，具体的な回復事業はまだ開始されていな
い．条例では，個体の取り扱い（捕獲・採取の届出義
務，販売・流通への対応），生息地の保護（開発行為へ
の対応），保護回復事業の促進などの規制措置に加え，
罰則も設けられている．本条例では監視指導体制の整備
にも言及しており，長野市の生息地では地元小学校の教
員らが監視員として知事から委嘱されている．
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今後の課題
シナイモツゴは現在も広域に分布するので，一般的な

「希少種」とは違った印象を受けるかもしれない．しか
し，平野部ではモツゴばかりが観察され，残存する生息
地のほとんどは里山や里地のため池に隔離され，点在し
ているに過ぎない．また，他の希少淡水魚と同様に，都
市化による開発や水質汚濁，ため池の埋め立てや荒廃
（湿地化）および国外外来魚による捕食（大浦ほか，
2006）により，今もなお減り続けていると考えられる．
遺伝的管理 分断された生息地の個体群は，それぞ

れの環境に適応した遺伝的背景もつ「進化的に重要な単
位（ESU）」あるいは「管理単位（MU）」に相当すると
考えられる（Moritz, 1994）．分布全域を網羅した系統地
理学的情報や，地域個体群の遺伝的構造の把握および
遺伝的多様性の評価など，遺伝的管理にむけた情報の
蓄積は，早急に取り組むべき課題である．
ため池群に残存する長野県北部の生息地は全国有数
の規模を誇るが，中立的な分子マーカーで見る限り，個
体群間・個体群内ともに遺伝的多様性はきわめて低い
（Konishi and Takata, 2004a）．一方で外部形態や生活史形
質において個体群間変異が見いだされており（小西ほか，
未発表データ），柔軟に生きる雑魚本来の姿をかいま見
ることができる．これら変異性は遺伝的多様性の失われ
たシナイモツゴ個体群の管理において重要な指標になる
と期待される．複雑な景観を呈する中山間地のため池群
は，安定したメタ個体群構造（個体の稀な移動によって
緩やかに連結した局所個体群の集合およびその動態）を
発達させ，地域個体群の遺伝的多様性の喪失や絶滅の
リスク軽減に寄与しているかもしれない．
保全の優先順位 シナイモツゴのように広域に分布

し，長い歴史を反映した特徴あるそれぞれの生息地を保
全するためには，科学的情報に基づく保全優先順位の設
定によって現況や目標を具体化することが効果的な保全
対策に結びつくと考えられる（Bottrill et al., 2008）．個
体群数が極めて少ない地域（例えば宮城県）では，順位
を決めるまでもなく保全の重要性は明確である．一方，
ため池群に形成された生息地は，前述のように希少種の
保存場所として高い機能を有すると期待されるが，数百
のため池全てを保全の対象とすれば，地域住民の負担は
大きくなり，長期的な保全活動の障害となる．外来種の
侵入・定着リスク（Konishi et al., 2009），池の管理状況，
病気・寄生虫の有無および遺伝的多様性などを判断基
準として優先順位を決めることにより，予算や人材の規
模にも考慮した活動範囲や住民の意見を取り入れた目標
を示すことができるだろう．
啓発活動 淡水魚を始めとする里山の生き物の研究
をする学生は，ぜひ近くの小学校や中学校に足を運び，
自分の研究や生き物の知識を子供たちに伝えてほしい．
身近な生き物に関心をもち，正しい接し方を学ぶ機会が
少ない子供たちにとって貴重な体験になる．このような

理科教育を学校側は喜んで受け入れてくれるはずであ
る．行政，研究者，市民間の合意形成があって初めて
効果的な保全活動は成立するが，里山においては地域住
民や市民の意見がもっとも効力をもつ．それは里山の環
境保全の利点ととらえることができる．長野県の生息地
における農業従事者の多くは60歳代後半から70歳代で
ある．後継者不足の現状が続けば，10年後には現在ど
うにか維持されている美しい里山景観が急激に荒廃する
だろう．若い研究者が地元の自然に惹かれ足を運び，子
供たちにその貴重さを伝える姿は，新たな活力として喜
ばれるはずである．
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淡水魚類地理の自然史—多様性と分化をめぐって．─渡辺勝
敏・高橋　洋（編著）． 2009．北海道大学出版会，札幌．
vii�283 pp．ISBN978-4-8329-8192-8．3,000円（税別）．

本書は，日本の魚類研究の最前線で活躍する研究者による日
本産淡水魚類を対象にした生物地理学の解説書である．本書は
4部構成になっている．第 I部は，日本産淡水魚類の生物地理学
の研究史，日本列島の形成史についての解説，系統地理学の方
法論の解説よりなる．第 II部では，冷水性種（カジカ類，トミ
ヨ属，スナヤツメ），温帯性種（シマドジョウ類），サケ科魚類
（イワナ，シロザケ），メダカおよびアユについて，系統地理学
的研究の具体例がそれぞれの専門家によって紹介されている．
第 III部では，淡水魚類における交雑と遺伝子浸透の実例，3倍
体のクローンからなる単為生殖種であるフナ類の集団構造につ
いて述べられる．第 IV部では，比較系統地理学，化石研究，
生態学的視点，そしてデータベース構築の試みなどを通して，
魚類の生物地理学および進化生物学を総合的に理解する視点が
提示されている．
本書を通読して最初に思ったのは，とにかく幅広い関連分野
を扱っているということである．生物地理学は，ある特定の地
域に分布する生物相の形成過程と形成要因を明らかにする研究

分野だが，このような学際的な問題に取り組むには，生物の系
統・分類に対する知見は当然として，生物相を構成する個々の
生物種の分布および生態，化石による過去の生物相の把握，地
質変動による分布域の変遷過程，そして分子遺伝マーカーを用
いた集団遺伝学的なアプローチと，さまざまな境界領域の知識
を総動員する必要がある．本書は，そのような困難な研究分野
に長年取り組んできた編著者の渡辺氏らを筆頭に，複数の研究
者による2010年時点での淡水魚類の生物地理学の集大成，とも
いえる内容で，大変読み応えのある一冊となっている．
その一方で本書は，魚類に限らずこれから系統地理学的な研
究を始めようとする研究者にとって格好のガイドブックという
側面も持っている．特に第 I部の第2章（日本列島の成立と古
環境）と第3章（系統地理学の方法論），および第 IV部の第14

章（日本の淡水魚類相とその成立過程のより深い理解に向けて）
は，必読の内容である．また種分化や進化生態学の側面から系
統地理学に興味を持つ研究者には第9章（種間交雑をともなう
系統地理）が，適応進化やエコゲノミクスの研究者には第7章
（メダカの高精度系統地理マップを作る）が，それぞれ大変参考
になる内容を含んでいる．
個人的には，特に第3章と第11章を高く評価する．第3章で

は，もう一人の編著者である高橋氏により，系統地理学とは何
かについて，また系統地理学の具体的な方法論について論じら
れている．特に階層クレード分析（nested clade phylogenetic
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analysis; NCPA）については，その方法論に対する批判について
も詳細に紹介されている．ここ数年，多くの研究者が系統地理
学的な解析を行うようになったが，魚類学会での発表等をみて
いると方法論的に問題のあるケースも見受けられる．系統地理
の統計的手法はかなり難解な集団遺伝学の理論に立脚している
ため，多くの自然史研究者にとっては少々敷居が高い．本章で
は，そうした系統地理の統計的方法が直感的に分かりやすく解
説されている．またNCPAについては，解析そのものが持つ問
題点と適用の限界まで触れられており，実際にこの方法を用い
る上で非常に参考になる．本章のような試みは，日本語の文献
では私の知るかぎり初めてのものであり，大変価値があると思
う．ただし，本章ではF統計量や合祖理論（coalescent theory）
については考え方に触れているだけなので，理解を深めるため
には本章と並行して解析ソフトArlequinのPDF documentや，集
団遺伝学の標準的な教科書（たとえばDL Hartl, Primer of Popu-

lation Genetics 3ed, Sinauer, 2000）を読む必要がある．
第11章では，ハゼ類の系統地理のエキスパートである向井氏
により，琉球列島におけるハゼ類での研究事例をもとに比較系
統地理学の方法論が議論されている．同一地域に分布する生態
的に類似した複数の生物種で遺伝的変異の地理的構造を比較す
ることにより，単一種の解析からは見えない，地域に共通の隔
離要因や過去における複数回の隔離–融合の過程が見えてくる．
また，複数種に共通する地理的分化パターンからはずれた「種
特異的な」集団構造は，その種に固有な歴史的要因や生態的要
因を反映していると考えられる．本書の他の章でも多く触れら
れているが，複数種の比較解析は淡水魚類の系統地理学におけ
る現在進行中の課題であろう．
本書に関してやや不足していると感じた点を2つ．1つは，本
書で扱われている日本の淡水魚類の系統地理学的データと，日
本以外の地域，たとえばヨーロッパ大陸や北米大陸のデータと
の体系的な比較がなされていないことである．特に1次的淡水
魚類の地理的分化の時間的・空間的スケールの日本と他地域と
の比較は，日本に固有の系統地理パターンを把握する上で有用
ではないだろうか．もう1つは，分布や魚類相調査からの視点，
たとえば河川ごとの淡水魚類の分布情報に基づく出現予測モデ
ルの構築に関わる研究は，生物地理学を進める上で非常に重要
であるにも関わらず，本書では専門家による章が設けられてい
ないことである．この分野に関しては，本書の第14章で「6つ
の課題」の1つとして触れられているので，ここで紹介されてい
る個別の論文は本書とは別に読んでおくべきだろう．
本書は，これから研究を進めていく上で多くのヒントを含ん
でいる．最後に，私が感じた今後の研究課題について，2つほ
ど簡単にまとめてみたい．

1つは，複数の核遺伝子を用いた系統地理の必要性である．
同一種でも，過去の集団構造や交雑などの要因により，遺伝子
ごとに地理的分化のパターンは異なる．そのため，複数の核遺
伝子を調べることで，過去の種間交雑などを「より定量的に」
検出できる可能性がある．また，ミトコンドリアDNAにはたら
く自然選択など，今まであまり顧みられてこなかった事象につ
いての議論も可能になる（第9章）．技術的な制約から，核遺伝
子の塩基配列を用いた系統地理解析はまだあまり行われていな
いが，次世代シーケンサなどを活用することで今後急速に研究
が進む可能性がある．

2つ目は，モデル魚類を用いた適応進化の研究の可能性であ
る．日本にはメダカとイトヨという2種のモデル淡水魚が分布し

ている．系統地理のデータに基づいて，これらの種の自然集団
をうまく活用することで，適応形質の進化について非常に面白
い研究を展開できる可能性がある．実際，イトヨではいくつか
の興味深い研究成果が発表されつつある．メダカでも複数の研
究が進行中のようである（第7章）．またシマドジョウ類（第6

章）も，多くの進化的に面白い現象を含むと思われるので，適
応進化のモデルとして注目しても面白いかもしれない．
多くの魚類学研究者にとって，本書が有用であることは間違
いないが，特にこれから淡水魚類の研究を始める若手研究者や
大学院生には本書を精読することを勧める．そして，より分野
横断的で面白い自然史研究が本書をきっかけに生まれることを
期待したい．

（橋口康之　Yasuyuki Hashiguchi：〒 569–8686 大阪府高槻市
大学町 2–7 大阪医科大学　生物学教室 e-mail: bio007@art.

osaka-med.ac.jp）
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水産総合研究センター叢書　東北フィールド魚類図鑑：沿岸魚
から深海魚まで─ 北川大二・今村　央・後藤友明・石戸
男・藤原邦浩・上田祐司（著）．2008．東海大学出版会，秦野．
140 pp．ISBN978-4-486-01814-8．4,500円（税別）．

本書は東北地方の太平洋側の沿岸から深海域にかけて生息す
る魚類を網羅し，漁業関係者や水産研究者がフィールドで使う
ことを想定して作られた図鑑である．魚類のフィールド図鑑に
は，南方系魚類の水中写真で構成され，フィッシュウォッチン
グを楽しむダイバー向けのものが多い．その点，北方系や深海
性の種の標本写真で構成された本書は，魚類のフィールド図鑑
としては大変ユニークといえる．
本書には508種が掲載され，見開きの2ページ分には5種から

12種の標本写真と形態の特徴や分布，水産物としての情報が含
まれた短い解説がある．水産関係者が対象であるだけに，食用
となる種について，調理法や食べ方にも触れている．また，数
は少ないが著者による味の評価もあり，日本の図鑑らしい．た
とえば，サンコウメヌケ（p. 58）の解説では，“メヌケ類の中で
最も美味”とあり，興味をそそられる．さらに，普通は食べな
いか（食べる気が起こらない）あるいは食べられない種には，
すべて「食用としない」や「ほとんど食用にしない」という表
記があり，毒の有無や毒のある部分についても明記している．
たとえば，フグ科の各種はもちろんであるが，ナガヅカの解説
（p. 98）でも“卵巣は有毒”とある．このあたりの徹底さは，水
産の分野で活躍されている著者らのこだわりであろう．
この海域の魚類を含む図鑑のうち，市販されているものでは，

「北日本魚類大図鑑」（尼岡ほか，1995）や「山渓カラー名鑑日
本の海水魚」（岡村・尼岡，2004）が入手可能であるが，共に
厚くて重量があり，気軽にフィールドへは持って行きにくい
［前者は厚さ32 mmで1,649 g（ハードカバー版でケースなし），
後者は厚さ35 mmで1,774 g］．いっぽう本書は，B5版ながらソ
フトカバーで，厚さが8 mmと薄く，重さが445 gとかなり軽い．
このコンパクトさはフィールド用にも大変便利である．
本書の掲載写真を見ると，比較的最近記載された種や初記録
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種が含まれている．たとえば，ゲンゲ科（p. 95）のうち，この
海域の底びき網調査で採集された標本をもとに報告されたワカ
タカヘビゲンゲ，ダイダイヘビゲンゲ，キタガワヘビゲンゲ，そ
してカワリヘビゲンゲが挙げられる．また，八戸沖で採集され
た1標本にもとづき報告されたメルルーサ科のシロガネダラも初
めて日本の図鑑に掲載された（p. 37）．実はこの写真の標本は，
東北沖からは2番目の記録となる（BSKU 76288，標準体長492

mm，2005年10月12日に八戸沖の水深250–300 mで漁獲され，
本書の著者の一人である石戸 男氏が採集．標本は高知大学理
学部に所蔵）．このように本書は新たな情報を含んでいるが，そ
れらについての解説はない．また，「幼魚である」など大きさの
目安の記述がある少数の種を除いて，各種の写真標本の大きさ
や最大体長，写真標本の所蔵場所や研究機関の登録番号の情報
がないことは残念である．さらに，本書は一般の人には高価す
ぎる．購入対象者がかなり限定されてしまうこのような本では，
しかたがないことかもしれない．しかしながら，これらの点を
差し引いても，東北太平洋沿岸から沖合にすむ魚類を船上や漁
港で把握するためには，必携のフィールド図鑑であることに間
違いない．
なお，本書の訂正すべき箇所と本書出版前後の追加情報は次

の通りである：p. 39 サガミソコダラはミサキソコダラ；p. 42の
イトヒキイタチウオの学名はクマイタチウオとの取り違いで，
Homostolus acerが正しい；p. 57 のアラメヌケの学名は Sebastes

melanostictusへ変更された；p. 97のシロゲンゲの学名はBothro-

cara zestumに変更された；p. 107のクロマグロの学名はThunnus

orientalisへ変更された；p. 108のアラメガレイの写真はタマガ
ンゾウビラメ； p. 113のメイタガレイはナガレメイタガレイ
Pleuronichthys japonicus Suzuki, Kawashima and Nakabo, 2009（学
名の情報は日本魚類学会ホームページを参照）．

参考文献
尼岡邦夫・仲谷一宏・矢部　衞（編）．1995．北日本魚類大図
鑑．北日本海洋センター，札幌．391 pp.

岡村　収・尼岡邦夫（編・監修）．2004．山渓カラー名鑑日本
の海水魚．第3版．山と渓谷社，東京．784 pp.

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

endoh@kochi-u.ac.jp）
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干潟の海に生きる魚たち—有明海の豊かさと危機．—日本魚類
学会自然保護委員会（編）／田北　徹・山口敦子（責任編集）
2009．東海大学出版会，秦野． 256 pp． ISBN978-4-486-

01818-6．3,200円（税別）．本書は，2006年10月に，静岡県
コンベンションアーツセンター・グランシップで行われた市
民公開シンポジウム「干潟を守る—有明海をどう再生させる
か—」の内容をまとめたものである．田北　徹・山口敦子の
両氏を中心に14名の研究者が，有明海やその周辺水域の特異
な自然とともに，ムツゴロウ，エツ，ヤマノカミ，アリアケ
ヒメシラウオ，ウシノシタ類，サメ・エイ類などの多様な魚
類の生態・生活史を紹介している．さらに，著者らはフィー
ルドで得た最新のデータに基づいて有明海が直面している
様々な課題も紹介し，それらを解決するためのヒントをそれ
ぞれの立場から示してくれている．長年にわたり有明海の自
然や漁業を見てきた研究者の見解だけに説得力がある．諫早
湾干拓にはじまる有明海異変の問題に関心のある方には必読
の書であろう．有明海に限らず，内湾や汽水域の環境保全や
再生に興味がある方々にも，お薦めしたい一冊である．

（加納光樹）

Fish reproduction. —M. J. Rocha, A. Arukwe and B. G. Kapoor,

eds. 2008. Science Publishers, Enfield (NH). xiii+629 pp.

ISBN978-1-57808-331-2. 本書は魚類の生殖に関する生理学，
生態学的な諸問題から，環境汚染や水産増養殖に関する問題
など，幅広い内容を網羅している．各章のタイトルを見ると，
卵黄形成，卵成熟，ゴナドトロピン，性ステロイド，性フェ
ロモン，胎生，配偶システム，繁殖戦略，エネルギートレー
ドオフ，親による子の保護行動，性分化，サメ類の繁殖生態，
化学撹乱による雌化，雄性ホルモン撹乱の分子マーカー，増
養殖，冷水性海産魚の養殖，などといったタイトルが並んで
おり，最新のトピックス18編を42人の著者が分担執筆した1

冊である．全体を通じた内容に若干まとまりが見られないの
は，各著者がそれぞれの専門分野について書いたトピックを
編集したためであろうか．読者の専門分野や興味と重なる章
があれば，一読をお勧めする．15,000円程度で入手できる．

（古屋康則）
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外来生物法施行後に行われたと推測される
オオクチバスの違法導入

Illegal introduction of largemouth bass 

(Micropterus salmoides) following enactment of 

the “Invasive Alien Species Act.”

2004年6月2日から施行されている「特定外来生物に
よる生態系等に係る被害の防止に関する法律（以下，
外来生物法）」によって，現在までにオオクチバスMi-

cropterus salmoidesを含む13種の魚類が特定外来生物に
指定されている（環境省自然環境局，2008）．特定外来
生物として指定された外来種は，許可の無い飼育・保
管・運搬・放流・輸入・販売・譲渡等が禁止されてお
り，違反した場合，個人で懲役3年以下もしくは300万
円以下の罰金，法人で1億円以下の罰金が科されること
とされている（環境省自然環境局，2008）．しかし，外
来生物問題に関しては，キャッチ＆リリースのように，
外来生物法において規制の対象外となっている行為や，
その取り締まりの方法や普及啓発方法についてなど，外
来生物法を始めとする法律の制定だけでは解決できない
課題も，数多く残されている状況にある（例えば，丸
山，2002;  中井，2002;  杉山，2005）．
著者は2007年から2009年にかけて，東北地方北上川

水系のため池群において生態系調査を行った際に，調査
地として選定していた農業用ため池 1定点において，
2008年の冬期から2009年の春期の間に，特定外来生物
であるオオクチバスの導入があったという状況証拠を得
た．この導入は外来生物法の施行後であり，違法導入
に該当すると思われたため，観察記録および採集記録を
報告する．
東北地方北上川水系のため池1定点において，2008年

9–10月と2009年5月・8月に，小型定置網・たも網・
投網・釣りを用いた定性的な魚類の採集調査および観察
を行った．採集された魚類は1種について1個体を10%

中性ホルマリンで固定し，その後70%エタノールに置換
し，神奈川県立生命の星・地球博物館魚類標本資料
（KPM-NI）として保管した．採集された魚類の写真資
料は，神奈川県立生命の星・地球博物館魚類写真資料
（KPM-NR）として登録した．ため池の面積は510 m2で
あり，2009年7月調査時の浮葉植物の被度は20%程度，
抽水植物の被度は5%程度で，沈水植物と浮遊植物は周
年観察されなかった．また，他のため池や河川と水路を

介して連結しているが，その間の水路は三面コンクリー
ト張りおよび塩化ビニールパイプによる落差水路となっ
ており，現在では分断化が進んでいる状況であった．

2008年9–10月の採集調査時には，メダカ（ヒメダカ）
Oryzias latipesとトウヨシノボリRhinogobius sp. ORがそ
れぞれ記録され（ KPM-NI 24990, 22290;  KPM-NR

48297），大型魚類の魚影は認められなかった．しかし，
2009年5月の観察時には，小型魚類の魚影は一切見られ
ず，そのかわりにオオクチバスと思われる中型から大型
の魚影のみが見られるようになり，2009年8月の採集調
査時にオオクチバスのみを記録することができた
（KPM-NI 24472, KPM-NR 48173）．また，水路を介して
連結している河川や他のため池においても2008年5–10

月，2009月4–9月に採集調査を行っているが，オオクチ
バスは記録されなかった．
これらの観察および採集結果から，当該ため池におい
て記録されたオオクチバスは，他水域からの移動分散に
よるものでなく，導入の可能性が高いと考えられ，その
導入が行われたのは，2008年10月から2009年5月の間
であることが示唆された．ため池の管理者は本生態系調
査および，その趣旨である生物多様性保全ならびに外来
種排除の理念に賛同されており，調査期間内に魚類の導
入を行うことは考えられない．そのため，この導入はた
め池の管理者によるものではなく，第三者による違法導
入の可能性が高い．
今回報告したため池以外にも，調査地域内の3名のた
め池の管理者から，「この2–3年間に，ため池の管理者
によらない第三者によるオオクチバスの導入が行われて
おり，農地・敷地内に他県のナンバーを付けた車および
オオクチバスを釣りに来る人が侵入するようになったの
で，何とかならないか」という趣旨の相談が寄せられて
いる．このことから，今回報告した事例は氷山の一角で
あり，依然としてオオクチバスの導入が生物多様性を脅
かす要因の1つとして無視できないことが推測された．
本調査地域は，魚類に限らず幅広い生物分類群にお
いてレッドリスト種が記録されているため，生物多様性
保全が急務の状況となっている．また，地域の住職が主
体となって外来種排除に関する回覧板を回したり，地域
の小中学校で環境教育を行ったりと，地域住民への生物
多様性保全の啓発を熱心に行っている．そして，2009

年5月から自然再生事業が進められるようになった背景
を持つため，地域住民の生物多様性保全の意識が高ま
りつつある状況にある．外来生物法が施行されてもなお，
オオクチバスの導入が見られるということは，このよう
な次世代に自然を伝えていこうとする地域住民の気勢を
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そぐ可能性があり，生物多様性保全上，強く懸念され
る事態である．

2009年8月19日に奈良県池原ダムでオオクチバスを生
きたまま車に運んだとして，外来生物法を根拠とした初
めての現行犯逮捕者が出たが（時事通信社，2009），今
回のような状況証拠を以て，外来生物法を根拠に違法
導入を立件していくことは難しい．施行から年月を経る
につれてマスメディアなどで取り上げられる機会も減り，
外来生物法のオオクチバス密放流に対する抑止力が低下
していることも危惧される．その実効性の発揮のさせ方，
あるいは外来生物法によらない対策方法などを，改めて
今，考えていく必要性が問われているのではないだろう
か．
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ラムサール条約登録湿地三方湖における
ブルーギルの侵入・定着

Invasion of Lake Mikata (Fukui Prefecture, Japan), 

a Ramsar-listed Wetland of International Importance, 

by Bluegill (Lepomis macrochirus)

ブルーギル Lepomis macrochirusは北米原産のサン
フィッシュ科の淡水魚であり，1960年に日本にもちこま
れた後，急速に分布を拡大し現在では日本全国に広まっ
ている（東，2002;  環境省自然環境局野生生物課，
2004;  Kawamura et al., 2006）．本種は，在来生物や生態
系に甚大な影響をあたえることから，2005年に施行され
た外来生物法（特定外来生物による生態系等に係る被
害の防止に関する法律）で特定外来生物に指定され，
許可なしでの移殖や飼育が禁止された．これまでに本種
は，生物多様性の保全上，国際的に重要な湿地として
ラムサール条約に登録されている琵琶湖，伊豆沼，化女
沼，片野鴨池，中海，宍道湖，藺牟田池などで侵入が
報告されている．また，各地の湿地や湖沼においてブ
ルーギルは，オオクチバス（Micropterus salmoides）やウ
シガエル（Rana catesbeiana）など他の侵略的外来種の
影響とあいまって，生物多様性を脅かしていることが示
唆されている（Maezono et al., 2005;  藤本ほか，2008;

西原・苅部，2010）．このように淡水生態系に大きな脅
威をもたらすブルーギルの侵入・定着が，ラムサール条
約登録湿地である三方湖で実施した協働参加型調査に
おいて確認されたため，取り急ぎここに報告する．
三方湖（面積3.56 km2，平均水深1.5 m）は，福井県

嶺南地方の若狭町と美浜町にまたがる三方五湖の一つで
あり，唯一の淡水湖である．五湖は，塩分濃度，面積，
水深において異なり，全体として多様な水辺環境が形成
されている．また五湖は，ハス（Opsariichthys un-

cirostris），イチモンジタナゴ（Acheilognathus cyanos-

tigma），タモロコ（Gnathopogon elongatus），ナガブナ
（Carassius auratus buergeri）など日本固有の魚類をはじ
め，多くの魚類の摂食場，産卵場，稚魚の成育場とし
て重要な湿地であることから，2005年にラムサール条約
に登録されている．
この三方湖において，2009年11月7日に漁業者，農
業者，地域住民，自治体，NGOや研究者の協働（参加
者54名）によって，伝統漁法「ヌクミ漁」の捕獲物を
調べるというモニタリング調査を実施した．ヌクミ漁と
は，魚類が冬期には湖岸や石垣の穴や遮蔽物に潜り込
み，比較的水温の高い所で過ごすという習性を利用した
もので，昭和40年頃まで盛んに行われてきた漁法であ
る．湖岸近くの湖底に，マツやヒノキの枝を束ねて縛っ
た柴束を複数沈め（これをヌクミという），時機をみて
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周囲を網などで囲み，中の柴束を外に出し，網の中の魚
を引き上げる漁法である（三方町史編集委員会，1990）．
地元の漁業協同組合では，2008年からヌクミ漁を再開
し，年に数回の漁を行っている．本調査では，湖の南東
を流れる 川の河口近くの湖岸（深さ1.2–1.5 m）に約
10 m2のヌクミを1カ所設置した．
ヌクミ漁において捕獲されたのは，ブルーギル37個
体，オオクチバス8個体，テナガエビ（Macrobrachium

nipponense）12個体，モクズガニ（Eriocheir japonicus）
2個体であった．捕獲されたブルーギルの平均全長は，
99.4 mm（標準偏差28.7 mm）であり（図1），体長から
判断して，今回捕獲されたブルーギルのほとんどが1歳
魚と2歳魚であると考えられる（寺島，1989;  福田ほか，
2005;  宮田ほか，2007）．
三方湖とその流域におけるブルーギルの定着状況や侵
入経路に関する情報は少ないが，2006年に福井県海浜
自然センターが定置網を用いて行った湖内魚類調査，お
よび2009年と同様の努力量で行われた2008年のヌクミ
漁では，ブルーギルは捕獲されていない（福井県海浜自
然センター，私信）．また，三方湖への流入河川で2006

年と2007年に行われた電気ショッカーを用いた広域魚
類調査においても，ブルーギルは確認されていない（福
井県海浜自然センター，私信）．本種が三方湖ではじめ
て確認されたのは，2009年7月24日に小学生の課外体
験授業の一環として行われた釣りである．そこでは，全
長17 cmのブルーギル1個体が釣りあげられた．また，
2009年10月には，全長30–50 mmのブルーギル10数個
体が漁業者によって捕獲された（福井県内水面総合セン
ター，私信）．なお，流域に数ヵ所ある農業用ため池に
ついては魚類調査が行われていないため，ブルーギルの
生息状況などは不明である．以上のことから，三方湖の
ブルーギルは，ここ2，3年のうちに，はじめて侵入した
と考えられるが，繁殖の有無については確認できていな
い．
今後，ブルーギルの個体数が増加した場合，魚類，ベ
ントスや動物プランクトンなどの捕食を通じ，湖の生態
系機能や漁業などの生態系サービスに甚大かつ不可逆的

な影響を及ぼすおそれがあり（Azuma, 1992;  坂野・淀，
2004;  Maezono et al., 2005），湖と連結した河川や農業水
路への侵入や分布拡大も懸念される．このため，現在の
侵入初期段階に排除を徹底して行うことが必要である．
ブルーギルの排除には，池干しが有効であることが知ら
れているが（片野・全内漁連，2007），天然湖沼では実
践が難しい．そのため湖沼における対策法として，カゴ
網や設置型自動捕獲器による捕獲，釣りによる捕獲，
産卵床の破壊や除去，人工音響による採餌抑制などが
提案されている（米倉ほか，2007;  片野・全内漁連，
2007;  片野ほか，2008）．これらの知見をもとに，ブ
ルーギルの排除を早急かつ慎重に実践し，三方湖におけ
る効果的な排除手法の開発とその効果の検証を行うこと
が急務である．また，産卵場所の特定，個体群動態の
把握や他の外来生物との相互作用など，基礎生態学的
な研究をいっそう進展させることも不可欠である．
最後に，ここで報告したブルーギルの三方湖への侵入
は，協働参加型のモニタリング調査によって確認された
ことを強調したい．調査は，参加した多様な主体間で，
湖の現状と問題に関して情報を共有するために実施され
たものであり，同時に今後の対策について話し合う場と
もなった．地域と連携した協働参加型の生き物モニタリ
ングは，広域の監視体制の強化，人為的な生態系影響
の早期検出や将来予測に必要なデータ取得にとって有効
である．そのため，生態系再生を目標とした順応的管理
を進めていく上で，このような協働参加型のモニタリン
グが果たす役割はきわめて大きい（鷲谷・鬼頭，2007）．
特に，淡水魚類に関しては，長期的かつ定量的なモニタ
リングデータが不足しており，今後，魚類の研究者が，
生物多様性モニタリングのネットワークを積極的に形成
していくことが望まれる．
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図1．ヌクミ漁で捕獲されたブルーギルの全長組成．



係—川原大池を例に．日本魚類学会自然保護委員会（編），
pp. 69–86．川と湖沼の侵略者ブラックバス—その生物学と生
態系への影響．恒星社厚生閣，東京．
福田大輔・辻野寿彦・細谷和海・西野麻知子．2005．湖北野
田沼における在来魚と外来魚の現状．西野麻知子・浜端悦治
（編），pp. 126–140．内湖からのメッセージ 琵琶湖周辺の湿
地再生と生物多様性保全．サンライズ出版，彦根市.

藤本泰文・川岸基能・進東健太郎．2008．伊豆沼・内沼集水
域の魚類相：在来魚と外来魚の分布．伊豆沼・内沼研究報
告，2: 13–25．
片野　修・全国内水面漁業協同組合連合会．2007．ブルーギル
駆除マニュアル．農林水産省水産庁・全国内水面漁業協同組
合連合会，東京．14 pp．
片野　修・坂野博之・Boris Verkov．2008．設置型魚類自動捕
獲器のブルーギルに対する捕獲効果．日本水産学会誌，74:

14–19．
Kawamura, K., R. Yonekura, O. Katano, Y. Taniguchi and K. Saitoh.

2006. Origin and dispersal of bluegill sunfish, Lepomis

macrochirus, in Japan and Korea. Mol. Ecol., 15: 613–621.

環境省自然環境局野生生物課（編）．2004．ブラックバス・ブ
ルーギルが在来生物群集及び生態系に与える影響と対策．財
団法人　自然環境研究センター，東京．226 pp．

Maezono, Y., R. Kobayashi, M. Kusahara and T. Miyashita．2005．
Direct and indirect effects of exotic bass and bluegill on exotic and

native organisms in farm ponds. Ecol. Appl., 15: 638–650.

三方町史編集委員会．1990．三方町史．三方町．1290 pp．
宮田　浩・國本昌宏・井上幹生．2007．溜め池周辺水域におけ
るオオクチバスとブルーギルの分布および個体数変動．応用
生態工学，10: 117–129．
西原昇吾・苅部治紀．2010．水辺の侵略的外来動物排除法．
鷲谷いづみ・宮下　直・西廣　淳・角谷　拓（編），pp.

179–200．保全生態学の技法　調査・研究・実践マニュアル．
東京大学出版会，東京．
坂野博之・淀　大我．2004．ブルーギルLepomis macrochirusの
餌選択性—動物プランクトンについて．日本水産学会誌，70:

313–317．
寺島　彰．1989．ブルーギル．川那部浩哉・水野信彦・細谷和
海（編），pp 506–511. 日本の淡水魚．山と渓谷社，東京．
米倉竜次・苅谷哲治・藤井亮吏・熊崎　博・斉藤　薫・熊崎
隆夫・桑田知宣・原　徹・徳原哲也・景山哲史．2007．釣
りによるブルーギル個体群の抑制．日本水産学会誌，73 :
839–843．
鷲谷いづみ・鬼頭秀一（編）．2007．自然再生のための生物多
様性モニタリング．東京大学出版会，東京．233 pp．

（松崎慎一郎　Shin-ichiro S. Matsuzaki：〒 113–8657

東京都文京区弥生1–1–1 東京大学地球観測データ統融
合連携研究機構　e-mail: kibinagoo@gmail.com；児玉晃
治　Kohji Kodama：〒 919–1464 福井県三方上中郡若
狭町世久見18–2 福井県海浜自然センター；武島弘彦
Hirohiko Takeshima：〒 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；照
井　慧 Akira Terui：〒 113–8657 東京都文京区弥生
1–1–1 東京大学大学院農学生命科学研究科；増井増一
Masukazu Masui：〒 919–1331 福井県三方上中郡若狭
町鳥浜55–15 鳥浜漁業協同組合；吉田丈人　Takehito

Yoshida：〒153–8902 東京都目黒区駒場3–8–1 東京
大学総合文化研究科広域システム科学系；鷲谷いづみ
Izumi Washitani：〒113–8657 東京都文京区弥生1–1–1

東京大学大学院農学生命科学研究科）

魚類学雑誌 57(1): 89–91
2010年4月26日発行

トピックス

国際シンポジウム報告： International Symposium on

Formosa landlocked salmon and masu salmon

表記のシンポジウムが2009年10月23–24日に，台北
（台湾）の国立台湾師範大学において開催された．この
シンポジウムは，絶滅の危機に瀕するタイワンマス
（Oncorhynchus masou formosanus）の行く末を憂いた
Gwo教授（国立台湾海洋大学）が主にサケ科魚類の専
門家に広く呼びかけることで実現した．
世界には現在，サケ属（Genus: Oncorhynchus）に属

する 7種のサケ科魚類が生息している．このうち，O.

masouについては，分布の南限域に位置する日本と台湾
にそれぞれ 3亜種（サクラマス・ヤマメ： O. masou

masou；サツキマス・アマゴ：O. masou ishikawae；ビワ
マス：O. masou subsp.）と 1亜種（タイワンマス：O.

masou formosanus）が生息しており，河川残留型の個体
群が多くみられる等，同属の他種とは幾分異なる生活史
特性を有している．なかでもタイワンマスは，台湾の河
川上流域に隔離された最南限の亜種であり，学術的にも
きわめて重要である．しかしながら，タイワンマスは過
去数十年の間にさまざまな人為的影響にさらされ，現在
ではわずか1水系の上流域（約7.0 km）のみに生息して
おり，絶滅が危惧されている（IUCN Red ListではCNに
位置づけられている）．このような現状は，日本に生息
する在来サケ科魚類の状況とも類似する．本シンポジウ
ムの目標は，サケ属魚類を中心に最新の知見を参加者で
共有するとともに，それをタイワンマスの今後の保全に
活かすことであった．2日間で5つのSectionが設けられ，
26題の口頭発表と2題のポスター発表がなされた．参加
者は台湾国内から約30名と国外から約40名（日本から
約30名）であった．
シンポジウム初日は，Gwo教授が開会の挨拶を述べた
後，自らの集団遺伝学的研究の結果等を交えつつ，タ
イワンマスの過去から現在に至る歴史と現状を詳細に説
明することで始まった．「タイワンマスの生物学（Biol-

ogy of Formosa landlocked salmon）」と題した 1つめの
セッションでは，Gwo教授に続いて，Yan氏からタイワ
ンマス，およびそれと人との関わりの歴史について感慨
深いお話があり，さらに「タイワンマス保全の概念的構
成（Wang氏，国立台湾師範大学）」，「サケ属にみられ
るオスの代替繁殖行動（渡辺氏，北海道大学）」，およ
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び「タイワンマスの起源についての地質学的考察
（Shieh氏，国立台湾博物館）」といった3題の発表がな
された．
「サケ科魚類の保全（Conservation of salmon）」と題し
た続くセッションでは，John Gold氏（Texas A&M Uni-

versity）より近年の保全遺伝学全体に関する基調講演が
なされた後，タイワンマスの長期生態学的研究（Lin氏，
国立中興大学），気候変動の影響予測（Tung氏，国立
台湾大学），および存続可能性（佐藤氏，奈良女子大
学）に関する3題の発表がなされた．さらに，サケ科魚
類の保全に有用な知見として，「サケ科魚類における染
色体操作技術（荒井氏，北海道大学）」，「ビワマスとア
マゴの亜種間交雑（桑原氏，琵琶湖博物館）」，「ダムが
サケ科魚類に与える影響（玉手氏，北海道大学）」，「在
来サケ科魚類の生息場所推定（坪井氏，山梨県水産試
験場）」，および「亜寒帯河川におけるサクラマス幼魚の
季節的な成長パターン（森田氏，北海道区水産研究所）」
に関する興味深い発表がなされた．
シンポジウム2日目は，「サケ科魚類のバイオテクノロ

ジー（Biotechnique of salmon）」と題したセッションから
開始された．ここでは，阿部氏（北海道大学）よりサケ
科魚類の保全や持続的な利用における“Aquagenomics”
の有用性について基調講演がなされた．さらに，「雄性
発生技術を用いたサケ科絶滅危惧種の保護（名古屋氏，
さけますセンター）」，「絶滅に瀕する在来アマゴ個体群
とタイワンマスの遺伝的集団構造（高田氏，信州大学）」，
「アマゴにおけるミトコンドリアとマイクロサテライト
DNAによる集団構造推定の不一致（宮原氏，三重大
学）」，「生物指標を用いた環境エストロジェンの影響評
価システムの開発（平松氏，北海道大学）」，および
「タイワンマスの保全における性判別技術の有効性（Hsu

氏，国立台湾海洋大学）」に関する発表がなされた．
続いて「サケ科魚類の生産（Salmon production）」と
題したセッションでは，Juanes氏（マサチューセッツ大
学）より生活史の柔軟性，遺伝的変異，および気候変
動をキーワードに，タイセイヨウサケの保全について基
調講演がなされ，続いて「サクラマス幼魚の成長と成熟
の緯度的変異（森田氏，北海道区水産研究所）」，およ
び「サクラマスの産卵場所環境（大熊氏，さけますセン
ター）」に関する2題の発表がなされた．
シンポジウム最後のセッションは「サケ科魚類の生態

（Ecology of salmon）」と題され，口頭発表 3題とポス
ター発表2題がもたれた．口頭発表では，Yang氏（台湾
中央研究院）より，個体群の分断にさらされる天然記念
物をトピックとして，タイワンマスに加えてカブトガニ
の事例が紹介され，これらの生物保全の展望が示された．
さらに，「河川連続体・出水特性からみた流域管理
（Fang氏，中華大学）」，「バイオテレメトリーを用いたタ
イワンマスの移動と生息場所利用の解明（牧口氏，北
海道大学）」といった2題の発表がなされた．ポスター発

表では，「耳石による成長履歴の推定（森田氏，北海道
区水産研究所）」と「安定同位体比分析を用いた在来ヤ
マメと非在来ニジマスの種間関係の考察（坂野氏，中央
水産研究所）」についての発表がなされた．
シンポジウム後のエクスカーションでは，1泊2日で武
陵地域の雪霸国立公園（Shei-pa National Park）を訪れ
た．公園内を流れる七家湾川（大甲渓水系）ではタイ
ワンマスが繁殖期を迎えており，遊歩道の桟橋からみら
れた多数の繁殖個体の動きに参加者一同は魅了された．
同じく公園内にあるタイワンマス生態センター（Taiwan

Salmon eco-center）では，タイワンマス保全の歴史や現
状について，またバックヤードにおいてさまざまな飼育
設備を紹介していただいた．全体として，タイワンマス
生態センターは，タイワンマスの保全に向けた非常に先
進的な取り組みをされていたが，ニジマスが試験飼育さ
れていたことには，幾人かの参加者から不安の声が上
がった．
エクスカーション2日目には，ビジターセンターにお
いて，タイワンマス保全の今後についての総合討論が行
われた．討論の内容は，タイワンマスの極めて低い遺伝
的多様性をいかに維持・回復するか，現在なされている
増殖放流をより戦略的に実施する余地はないか，生態セ
ンターで試験飼育されているニジマスは病気の伝播や自
然河川への流出といった観点で問題ではないか，堰堤に
よる小集団化にどう対処するか，そして農業活動による
環境汚染のモニタリングを実施するべきではないか，と
いったものであった．遺伝的多様性の問題については，
地理的に近い亜種からの遺伝子導入の可能性も指摘さ
れたが，その実施には慎重な議論や生息地外試験が必要
であろう．また，堰堤の撤去については試験実施がなさ
れており，今後の方策についても議論がなされていると
のことであった．討論には，雪霸国立公園のスタッフの
方々も参加して下さったため，タイワンマスの今後の保
全活動に活かされることと期待された．
実際に，生態センターで試験飼育されていたニジマス
については，同国立公園の判断により，すでに他の施設
に移されている．ニジマスは当初，台湾国内の養殖業者
から，バイオテレメトリー調査の準備（発信器の装着技
術の習得）のための試験魚として持ち込まれたが，野外
への流出や病気の伝播には細心の注意を払っていたとの
ことである．しかしながら，シンポジウム，およびタイ
ワンマス保全のアドバイザーを務めておられる小野里
坦教授（信州大学）と国立公園スタッフの議論を経て，
不測の事態が起きた場合の重大さが考慮された結果，行
政としては異例の迅速な対応が取られたとのことであ
る．
シンポジウムも含めて，サケ属魚類を研究対象とする
専門家や現地スタッフが分野の垣根を越えて議論できた
ことは，本シンポジウムの目標達成を意味するのではな
いだろうか．
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本報告の最後に，シンポジウムやレセプション，その
後のエクスカーションのすべてを企画・運営して下さっ
たGwo教授とその関係者の皆さんに深く感謝の意を表
する．また，我々のタイムスケジュールに合わせた園内
の案内や総合討論への参加を快く引き受けてくださった
雪霸国立公園のスタッフの方々にお礼を申し上げたい．
なお，本シンポジウムで発表された研究の内容は，国立

台湾博物館紀要の特別号（National Taiwan Museum Spe-

cial Publication No.14, 2010）として出版される予定であ
る．

（佐藤拓哉　Takuya SATO：〒606–8502 京都市左京区
北白川追分町　京都大学フィールド科学教育研究セン
ター e-mail: takuya@species.jp）
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9． 東傑，10．高田啓介，11．新居久也，12．太田博巳，13．名古屋博之，14．蔡　慧鈴，15．井
口恵一朗，16．張　東君，17．Jin-Chywan Gwo（郭　金泉），18．河村功一，19．佐藤拓哉（筆者），
20．坪井潤一，21．Francis Juanes，22．小野里　坦，23．John Gold，24．阿部周一，25．荒井克俊，
26．宮原寿惠，27．Te-Hua Hsu（徐 華），28．平松尚志，29．Ying-Tzung Shieh（謝　英宗），30．
Hsuan-Ming Chang（張　軒銘），31．坂野博之，32．Ming-Che Yang（楊　明哲），33．Yung-Cheng
Chang（張　詠政），2009年10月24日撮影．


