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有利な，震動源に誘引される行動や，側線系をはじめとした感
覚系について論じる．洞窟魚では震動源への誘引行動や頭部側
線系の発達が見られるが，それらや眼の縮小が同一の遺伝子の
多面発現によって進化した可能性があること，さらには特定の
遺伝子の発現量が増加することで嗅覚神経や味蕾の発達，眼の
縮小が同時に引き起こされた可能性もあることが指摘されており，
急速な進化を並行的に起こした機構として興味深い．第 14章は，
極めて餌の乏しい洞窟で生存するのに重要な，採餌行動や代謝
の活性を制御する内分泌に関して説明する．第 15章は，睡眠に
ついての解説である．なんと洞窟のケーブフィッシュは眠らな
いのだ．採餌時間の延長，概日時計の喪失，概日時計と睡眠を
制御する神経系の分離などを睡眠の喪失の考えられる要因とし
て挙げながら，睡眠が重要な役割を果たしていることを考えると，
その喪失には積極的な意義があるはずだと論じる．第 16章は，
遺伝子発現や行動活性から見た概日時計と概日リズムについて
詳しく議論する．第 17章では，洞窟の集団がヒエラルキーや攻
撃行動などの社会的相互作用を失っていることについて解説され，
第 18章は，ケーブフィッシュが視覚なしでどのように空間把握

するのかについて論じる．
そして最後の第 5部「今後の展望」の 19章では，遺伝子導入

を活用して今後の研究をどのように発展させるかについて展望
が述べられている．
このように本書は，洞窟という極限環境に生息する生物の特

異な形態・行動・生理等が，地表に生息していた祖先集団から
どのように進化をとげてきたのか，そしてそれがどのような適
応的意義を持つのかを最新の研究成果を盛り込みながらあざや
かに描きだしており，魚類はもちろんのこと，生物の適応進化
に興味を持つ方に広くおすすめできる．本書に出てくる研究に
は近年発達してきた実験手法が多く用いられているが，「洞窟の
生き物はなぜ白くて眼がないの？」　こんなに単純でありながら
奥深い質問に答える上で，それらの手法がいかに役立つかを実
際に示してくれる点でも興味深い一冊である．

（柿岡　諒　Ryo Kakioka：〒 603–8047　京都市北区上賀茂本山
457–4　総合地球環境学研究所　email: kakiokar@gmail.com）
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日 本 産 魚 類 全 種 の 学 名　 語 源 と 解 説．—中坊徹次・平嶋義宏
（著）．2015．東海大学出版部，秦野．xv + 372 pp. ISBN 978-4-

486-02064-6. 5,800円（税別）．魚類学会の会員であれば一度は
手にしたことがあるであろう「日本産魚類検索　全種の同定（東
海大学出版部）」の編者である中坊徹次氏と，「生物学名辞典
（東京大学出版会）」など学名に関する多くの著書のある平嶋
義宏氏がタッグを組んだ本．本書は，大きく分けて学名に関
する「基礎知識」と日本産魚類全種の「語源と解説」のパー
トからなっている．「基礎知識」のパートは，命名規約に関す
る基礎的な解説，学名の語源や造語法などがコンパクトにま
とめられている．「基礎」とはいえ，1927年の「万国動物命名
規約」のことや「ギリシア語からラテン語への書き換え規則表」
なども掲載されており，分類学を専門にしている読者にも目
新しいことが多いだろう．また，魚類の学名には古典語の魚
の名前を用いたものが多数存在することなど，その特徴につ
いても紹介されている．「語源と解説」のパートは，日本産魚
類の全種の学名について，膨大な情報に基づき丁寧に解説さ
れている．属名と種小名，ひとつひとつの語源と意味につい
て書かれているだけでなく，人名にちなむ学名では，その人
物の魚類学に対する功績やその種との関わりが紹介されており，
歴史的な背景にもふれることができる．また，学名としては
適格でも，ラテン語の意味から考えると適切な表現ではない
学名についてもコメントされており，このような注意書きは，
これから新種記載する必要のある読者にとっては大変参考に
なるだろう．

　　日本には 4,000種あまりの魚類が分布するが，これらの学
名の情報をまとめるには，全ての原記載をくまなく調べる必

要がある．本書は，その膨大な情報がコンパクトにまとまっ
ている大変内容の濃い解説書である．単にある特定の種の学
名の由来を調べるということだけでなく，4,000種あまりの学
名の裏側にある魚と人の奥深い歴史を紐解く「きっかけ」となっ
てくれるだろう．そういった観点で見ると，本書は分類学を
専門にする人だけでなく，魚類に関わる全ての人が興味を持
てる内容となっている．

（甲斐嘉晃　Yoshiaki Kai：〒 625–0086　京都府舞鶴市長浜　京都
大学フィールド科学教育研究センター　舞鶴水産実験所　
e-mail: mebaru@kais.kyoto-u.ac.jp）
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湿地帯中毒－身近な魚の自然史研究．—中島　淳．2015．東海
大学出版部，秦野．258 pp. ISBN 978-4-486-01999-2．2,000円
（税別）．2015年度日本魚類学会奨励賞受賞者である著者によ
る，湿地帯とそこに棲む生物たちへの愛にあふれた研究自叙
伝である．ユーモアを基調に，時にシリアスに，またマニアッ
クに，湿地帯生物とその自然史研究の魅力がキラキラした目
でいきいきと描かれる．とくに研究を志す学生，大学院生，
今まさに生き残りをかけて必死な若手研究者から，淡水生物
の自然史や研究現場のリアルに興味をもつ一般の方々にまで
幅広くお勧めしたい．本書は 4章からなるが，最初の 2つの
章（研究のはじまり，カマツカの自然史）はとくに素晴らしい．
子どもの頃から好きだったという「普通種」カマツカを研究
対象に選び，試行錯誤を繰り返し，痛快といえるほど失敗の
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山を築く．しかし，自らを内田恵太郎，中村守純の流れをく
む魚類研究者と信じ，みごとに博士論文「カマツカの自然史」
をまとめ上げ，多数の論文を出版するに至る．第 3章（ドゼ
ウ狂）では，混沌としたシマドジョウ属の分類に果敢に取り
組み，その間，院生，ポスドク，また県の研究所職員と立場
を変えながらも，ついに多数の新種・新亜種の記載をともな
う分類学的整理を成し遂げていく．そして第 4章では，幼少
期以降，博士学位取得から今に至るまでの「湿地帯中毒」の
発症，重篤化の様子が，著者のもう一つの顔でもある水生甲
虫研究の紹介を交えながら描かれ，湿地帯の保全に向けた信
念と覚悟が語られる．ぜひ多くの方に本書を手にとっていた

だき，自然史研究の面白さと重要さを再認識していただけれ
ばと思う．また，著者や志を共有する若手研究者が今後もま
すます自然史研究を推し進め，さらには自然環境保全や未来
のサイエンスを切り開く新しいタイプの自然史研究を打ち立
てていってくれることを，同じ症状を示す一人として願って
やまない．

（渡辺勝敏　Katsutoshi Watanabe：〒 606–8502　京都府京都市左京
区北白川追分町　京都大学大学院理学研究科　e-mail: watanak@

terra.zool.kyoto-u.ac.jp）
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新知見紹介

北海道東部における外来魚カワマスの現状

Present status of non-native brook trout in eastern Hokkaido, 
northern Japan

カワマス Salvelinus fontinalisは，北アメリカ大陸北東
部原産のサケ科魚類で，日本には 1902年に栃木県日光
に移植されたのが始まりとされる（徳井，1978）．日本
においては本州，北海道の 14道県において分布が確認
されている（Kitano, 2004）．北海道においては東部の西
別川，空知地方の石狩川支流の空知川水系において生息
が確認されている（北海道，2010）．
カワマスは日本在来の同属のイワナ（アメマス）S. 

leucomaenis，オショロコマ S. malmaと実験的に容易に交
雑し，野外の河川においても雑種個体が報告されている
（Suzuki and Kato, 1966；Kitano et al., 2013）．このような交
雑の容易さから，環境省では生態系被害防止外来種リス
トにおいて総合的に対策が必要な外来種（総合対策外来
種）に（環境省，2015），北海道では北海道ブルーリス
ト 2010において A2（本道の生態系等へ大きな影響を及
ぼしており，防除対策の必要性について検討する外来種）
に指定され（北海道，2010），北海道内水面漁業調整規
則（第 49条）では移殖放流が禁止されている．北海道
立総合研究機構さけます・内水面水産試験場では在来の
サケ科魚類（サクラマス Oncorhynchus masou，アメマス，
オショロコマ，イトウ Parahucho perry）に影響を及ぼす
懸念から，外来サケ科魚類のモニタリング調査を行って
いる． 
北海道東部の西別川ではカワマスが繁殖していること

が 1950年代に報告され，1935年頃に千歳ふ化場から移
入されたとされている（疋田ほか，1959；蒲原，1960；
真山，1991）．西別川におけるカワマスの分布状況は，
近年では 2003年に調査が行われており，本流の最上流
で確認されている（青山・鷹見，未発表データ）．北海
道のもう一つの繁殖確認場所である空知川では 10年間
でカワマスの生息尾数が減少しているが（福井，未発表
データ），西別川においては生息状況に変化が見られる
のか明らかではない．本報告では，現在の西別川とその
周辺の河川におけるカワマスの生息状況と生物学的な知
見を紹介したい． 

分 布 状 況　2011年 6月 13日から 7月 8日にかけて，
西別川の 9ヶ所（本流 2ヶ所，5支流の 7ヶ所），当幌川 1ヶ
所，標津川 1ヶ所において，2012年 8月 27日から 29日
にかけて，西別川の 3ヶ所（本流 1ヶ所，1支流 2ヶ所）
と風蓮川の 6ヶ所において生息確認調査を行った．調査
場所（n = 20）の流路長，流路幅，および面積（流路長
×流路幅）の平均±標準偏差（範囲）は，それぞれ 33.7
± 10.7 m（13.9–61.0 m），4.3± 2.8 m（1.0–11.5 m），140.8
± 97.9 m2（19.0–463.6 m2）であった．
カワマスおよびその交雑魚とその他のイワナ類 （アメ

マス，オショロコマ）とはおもに体側の小斑紋の色彩，
背鰭の虫食い状模様によって判別した．各調査場所では
電 気 漁 具（LR-24 Electrofisher, Smith-Root, Washington, 
USA）と投網（目合 15 mm）を用いて 2回ずつ採捕を行
い，採捕した個体の尾叉長と体重を測定した．カワマス
は体サイズの頻度分布から尾叉長 7 cmで明瞭に分けら
れたことから，尾叉長 7 cm未満を 0歳魚，7 cm以上を
１歳以上魚とし，除去法によって 0歳魚と１歳以上魚の
個体数を推定した . 推定した 0歳魚と１歳以上魚の尾数
を調査場所の面積で除して，それぞれの密度を求めた．
調査の結果，カワマスは西別川水系のみで分布が確認

され，標津川，当幌川，風蓮川の調査地点では確認され




