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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
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なかった（図 1）．西別川では 12ヶ所中，5ヶ所（本流 1ヶ
所，支流奥西別川 1ヶ所，支流シュワンベツ川 3ヶ所）
で確認された （図 2）．
西別川本流においては，3ヶ所で調査を行ったが，分

布は最上流の 1ヶ所のみに限定された．分布が確認され
た場所は，水産総合研究センター北海道区水産研究所虹
別さけます事業所の取水池の下流であった．推定生息密
度は 0歳魚が 0.037 尾 /m2，１歳以上魚が 0.026尾 /m2で
あった（調査区間の流路長 61.0 m，流路幅 7.6 m）．虹別
さけます事業所では構内の水路や取水池で生息や繁殖が
確認されており（疋田ほか，1959；真山，1991），そこ
から逃げ出したものが繁殖しているものと推測される（疋
田ほか，1959）．ここでは大部分の個体は体側の色彩や
斑紋が曖昧であったため，交雑個体が多いと思われた． 
シュワンベツ川においては，源頭の養魚場から 3.7 km

下流のシュワン橋まで分布が確認された．シュワン橋の
調査場所（流路長 40.4 m，流路幅 4.7 m）における推定
生息密度は，0歳魚が 0.054 尾 /m2，１歳以上魚が 0.100 
尾 /m2であった．シュワンベツ川には源頭から 7 km下
流に魚道が設置されていないシュワンダムがあるが，ダ
ム直下では生息は確認されなかった．なお，シュワンベ
ツ川には源頭の養魚場の前オーナーが虹別ふ化場（現北
海道区水産研究所虹別さけます事業所）からカワマスを
譲渡してもらい，養魚場の水源池に放流した経緯がある
（大橋勝彦氏からの私信）． 
奥西別川は，すぐ横に根室管内さけ・ます増殖事業協

会の奥西別川ふ化場があり，堰を設けて取水している．
その取水池の堰の下流でカワマスは確認された（調査場
所の流路長 41.7 m，流路幅 4.1 m）．奥西別川の取水池で
は採捕を行っていないが，目視観察で多数の魚を観察し
ている．取水池の下流においてはカワマスしか採捕され
なかったので，取水池で遊泳している魚はカワマスだと
思われる．取水堰の下流は，調査地点中ではカワマスの

密度が最も高かったが，0歳魚は少なかった（0歳魚：
0.012尾 /m2；１歳以上魚：0.292尾 /m2）．奥西別川は西
別川本流と 1 m程度の落差で合流しており，冬期間には
奥西別川ふ化場におけるサケ Oncorhynchus keta飼育のた
めの取水によって取水堰の下にはほとんど水が流れなく
なる．そのため，取水堰より下流では取水池から流出し
たカワマスが生息するだけで再生産が行われていないと
推測された．
これらの観察は鰭や体側の斑紋に基づいてカワマスや

交雑魚らしき魚を判別した結果に基づいており，実際に
は判別に迷う個体も多かった．そのため，戻し交雑が進
み，外観にはカワマスの体色を発現していないが，カワ
マス DNAを部分的に保有している個体は把握できず，
遺伝子浸透の影響は明らかではない．今後，DNA解析
を用いて詳細に検討する必要がある．

成熟・産卵期　西別川の支流 2ヶ所（奥西別川，シュ
ワンベツ川）において，2012年 9月中旬から 11月下旬
にかけて週 1回，電気漁具を用いて採集を行った . 採集
したカワマスに麻酔をかけた後，性別の判定と性成熟の
程度を推定した．腹部を圧迫し，精液が排出された場合
は，成熟した雄の排精個体とした．排精しない場合でも，
腹部が赤橙色の婚姻色を呈した場合は成熟雄の未排精個
体とした．総排泄口が突出し，腹部を圧迫すると卵が排
出された場合は，成熟した雌の排卵個体とした．腹部に
未熟卵（卵巣・卵粒は認識できるが，固着している）を
有していた場合は成熟した雌の未排卵個体とした．総排
泄口が突出しているが，腹部に卵を有しておらず産卵を
終了したと思われた場合は成熟した雌の放卵個体とした．
上記に該当しない個体は性別不明の未成熟個体とした．
また，調査で採集されたオショロコマについても同様に
性別の判定と性成熟の程度を確認した．
カワマスは，雄は 9月第 4週から排精個体が確認され，

雌は 10月第 1週から放卵個体が確認された（図 3）．オ
ショロコマは，雄は 10月第 1週には排精個体が確認さ
れ，雌はカワマスと同様に 10月第 4週から排卵個体お
よび放卵個体が確認された．アメマスについては時間経

図 1.　調査場所およびカワマスの生息状況（全体）．

図 2.　カワマスの生息状況（西別川）．
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過を追った性成熟の程度の確認は行っていないが，当幌
川では 10月下旬に雌の排卵個体を採集し，雄の排精個
体を確認した．以上の点から，3種はほぼ同時期に繁殖
を行っていると推測された．
本調査は断片的であるが，北海道東部におけるカワマ

スの現状を報告した．現在のところ，分布域は西別川最
上流部に限定され，拡散していないように思われた．し
かし，外観では判別できない遺伝子浸透の状況は把握で
きていないため，交雑を介したカワマス DNAの拡散状
況は不明である．今後の研究の進展が望まれる．
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日本海におけるオキカサゴの分布の再検討

Review of distributional records of Helicolenus avius 
in the Sea of Japan

オキカサゴ Helicolenus avius Abe and Eschmeyer, 1972は
メバル科ユメカサゴ属に属し，水深 290–1200 mの海山
に生息することが知られている底生魚類である（Mundy, 
2005；中坊・甲斐，2013）．本種は Abe and Eschmeyer
（1972）によって新種記載された後，タイプ産地である
天皇海山のほか，日本近海（沖縄舟状海盆と日本海）か
ら 報 告 さ れ て き た（Kanayama, 1981； 岡 村・ 尼 岡，
1997；鈴木ほか，2000；河野ほか，2014）．しかし，日
本近海での記録は少なく，沖縄舟状海盆産の標本も天皇
海山産の標本と比較して模様（中坊・甲斐，2013）や計
数形質（吉川，未発表）が異なることが分かっており，

図 3.　カワマスとオショロコマの成熟状況．
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本種の日本近海における報告は再検討が必要とされてい
る（中坊・甲斐，2013）．
日本海では，これまで兵庫沖（鈴木ほか，2000）と秋

田沖（河野ほか，2014）でオキカサゴが記録されている．
本報告では，本種のホロタイプおよび天皇海山産の標本
との比較に基づき，日本海におけるオキカサゴの記録 2
件の再検討を行った．その結果，兵庫沖と秋田沖のオキ
カサゴの記録は誤同定によるものであり，それぞれバラ
メヌケ Sebastes baramenuke（Wakiya, 1917）とユメカサゴ
H. hilgendorfii（Döderlein in Steindachner and Döderlein, 
1884）であった．したがって，オキカサゴは日本海から
は現在のところ確認されていないので，ここに報告する．
計数・計測方法は Hubbs and Lagler（1958）に従い，ノ

ギスを用いて 0.01 mm単位まで計測を行い，値は 1 mm
の位に四捨五入した．頭部棘の名称は尼岡（1984）に従っ
た．標準体長は SLと略記した．使用した標本は，全て
以下の魚類標本コレクションに登録・保存されている：
京都大学（FAKU），神奈川県立生命の星・地球博物館
（KPM），ウィーン自然史博物館（NMW），大阪市立自然
史博物館（OMNH），東京大学総合研究博物館（ZUMT）．
生鮮時の体色は，神奈川県立生命の星・地球博物館魚類
写真資料データベース（KPM-NR）に登録されている画
像資料に基づく．
鈴木ほか（2000）でオキカサゴと同定されている記録

は，OMNH-P 8155（419 mm SL）に基づく（図 1）．本標
本は再調査の結果，背鰭棘数が 13本（ユメカサゴ属で
は通常 12本），胸鰭上半部の後縁が丸い（浅く湾入），
胸鰭脇部に皮弁がない（ある），生鮮時体側に 2個の不
定形な暗色斑がある，および頭部背面に 3本の暗色横帯
がある（一様に暗色または斑模様；KPM-NR 471）など
の特徴から，中坊・甲斐（2013）の示したユメカサゴ属

魚類の特徴とは一致しなかった．さらに，体高が高い（SL
の 1/3以上），尾鰭が二叉する，後鼻孔が大きくない（前
鼻孔の長軸径が後鼻孔の長軸径の 1/3以上），口蓋骨の
歯列が 3列以上，眼下骨棘がない，額棘があるなどの特
徴（脇谷，1917；中坊・甲斐，2013；本研究）から，メ
バル属のバラメヌケと同定された．
鈴木ほか（2000）は，本標本が兵庫県浜坂漁港で水揚

げされたとしているが，実際に本標本が漁獲されたのは
島根県浜田沖であった．これにより，Shinohara et al.（2011, 
2014）や河野ほか（2014）で示された “ 兵庫県沖産オキ
カサゴ（鈴木ほか，2000）” は，島根県浜田沖産バラメ
ヌケとなる．なお，バラメヌケの日本海における南限は
島根県沖とされている（中坊・甲斐，2013；河野ほか，
2014）．この記録は島根水産試験場（2003）による県内
地方名と標準和名の対応をまとめたリストが出典である
と思われるが，このリスト内では同定の根拠や標本写真
などが明示されていないため，本種の島根県沖の分布は
不確実であった．したがって，島根県浜田沖産の標本は
島根県産バラメヌケの標本に基づく初めての記録であり，
同時に日本海における南限の分布記録となる．
日本海産の魚類相をまとめた河野ほか（2014）は，鈴

木ほか（2000）の記録のほかに，秋田沖にもオキカサゴ
が分布するとしている．この分布記録の根拠となった標
本は保存されていなかったが，生鮮時の写真（杉山秀樹
氏，私信）が残されていた．この写真によると，秋田産
の標本は体側に 4–5本の暗色横帯がある（天皇海山産の
オキカサゴでは側線上下に暗色線が縦走する），上顎に
歯塊がない（ある），尾鰭の湾入が浅い（深く湾入する），
側線有孔鱗が 30以下（50以上）などの特徴が見られる．
これらの特徴はオキカサゴではなく，同属のユメカサゴ
のホロタイプや中坊・甲斐（2013）のユメカサゴの記載

図 1.　バラメヌケ Sebastes baramenuke, OMNH-8155, 419 mm SL, 吉川　茜撮影．
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に一致するため，河野ほか（2014）による秋田沖のオキ
カサゴの記録はユメカサゴの誤同定と判断した．したがっ
て，日本海におけるオキカサゴの分布は現在のところ確
認されていない．

比較標本　オキカサゴ H. avius, 3個体：ZUMT 52457（ホ
ロタイプ），206 mm SL，天皇海山（32˚40'N, 172˚17'E – 
35˚05'N, 171˚46'E）， 水 深 450–600 m，1970年 8月 21–22
日，底曳き網 , 第二オリエント丸；FAKU 201448，258 
mm SL，天皇海山；FAKU 201449，266 mm SL，天皇海山．
ユメカサゴ H. hilgendorfii，3個体：NMW 12976（ホロタ
イ プ ），212 mm SL， 東 京 湾，1883年 1月；KPM-NI 
28705，150 mm SL，秋田県男鹿市船川港船川；KPM-NI 
28706，119 mm SL，秋田県男鹿市船川港船川．バラメヌ
ケ S. baramenuke，3個体：FAKU 50095，225 mm SL，岩
手県宮古魚市場；FAKU 84041，207 mm SL，北海道釧路
沖；FAKU 100439，271 mm SL，岩手県沖．

謝　辞

本研究を行うにあたり，標本を提供していただいた宇
野　明氏（兵庫県新温泉町宇野鮮魚店），標本観察の機
会を与えてくださった波戸岡清峰氏（OMNH），坂本一
男氏（ZUMT），E. Mikschi氏・H. Wellendorf氏（NMW），
瀬能　宏氏（KPM），藍澤正宏氏（宮内庁），および標
本の生鮮時の写真をご提供いただいた杉山秀樹氏（元秋
田県水産振興センター）に心よりお礼を申し上げる．

引用文献
Abe, T. and W. N. Eschmeyer. 1972. A new species of the scorpionfish 

genus Helicolenus from the north Pacific Ocean. Proc. Calif. Acad. Sci. 
(Ser. 4), 39: 47–53.

尼岡邦夫．1984．フサカサゴ科の頭部棘．益田　一・尼岡邦夫・
荒賀忠一・上野輝彌・吉野哲夫（編），p. 296. 日本産魚類大図
鑑．東海大学出版会，東京．

Hubbs, C. L. and K. F. Lagler. 1958. Fishes of the Great Lakes Region. 
Bull. Cranbrook Inst. Sci., Michigan, 213 pp.

Kanayama, T. 1981. Scorpaenid fishes from the Emperor Seamount chain. 
Res. Inst. N. Pac. Fish., Hokkaido Univ., Spec. Vol., 56: 119–129.

河野光久・三宅博哉・星野　昇・伊藤欣吾・山中智之・甲本亮太・
忠鉢孝明・安澤　弥・池田　怜・大慶則之・木下仁徳・児玉
晃治・手賀太郎・山崎　淳・森　俊郎・長濵達章・大谷徹也・
山田英明・村山達朗・安藤朗彦・甲斐修也・土井啓行・杉山
秀樹・飯田新二・船木信一．2014．日本海産魚類目録．山口
県水産研究センター研究報告，(11): 1–30.

Mundy, B. C. 2005. Checklist of the fishes of the Hawaiian Archipelago. 
Bishop Museum Bulletin of Zoology, 6: 1–704.

中坊徹次・甲斐嘉晃．2013．メバル科．中坊徹次（編），pp. 
668–681, 1933–1938. 日本産魚類検索 全種の同定 第三版．東海
大学出版会，神奈川，秦野．

岡村　収・尼岡邦夫（編）．1997．山渓カラー名鑑 日本の海水
魚 第 3版．山と渓谷社，東京．783 pp.

島根県水産試験場（編）．2003．島根のさかな．山陰中央新報社，
島根．216 pp.

Shinohara, G., M. Nakae, Y. Ueda, S. Kojima and K. Matsuura. 2014. 
Annotated checklist of deep-sea fishes of the Sea of Japan. Natl. Mus. 

Nat. Sci. Monogr., (44): 225–291.
Shinohara, G., S. M. Shirai, M. V. Nazarkin and M. Yabe. 2011. 

Preliminary list of the deep-sea fishes of the Sea of Japan. Bull. Natl. 
Mus. Nat. Sci., 37: 35–62. 

Steindachner, F. and L. Döderlein. Beitraäge zur Kenntniss der Fische 
Japan's (III.). Denkschr. mathem.-naturw. Class. kaisen. Akad. Wiss. 
Wien, 49: 172–212, 7 pls.

鈴木寿之・細川正富・波戸岡清峰．2000．兵庫県産魚類標本目
録 —鈴木寿之魚類コレクション兵庫県産編—．大阪市立自然
史博物館収蔵資料目録， (32): 1–135, 8 pls.

脇谷洋次郎．1917．アコウ及之に近き魚．水産学会報，2: 1–21.

（吉川　茜　Akane Yoshikawa：〒 606–8502　京都府京都
市左京区北白河追分町　京都大学大学院農学研究科　
e-mail: yoshikawa.akane.46x@st.kyoto-u.ac.jp； 鈴 木 寿 之　
oshiyuki Suzuki：〒 666–0115　兵庫県川西市向陽台 1–8　
兵庫県立川西緑台高等学校；甲斐嘉晃　Yoshiaki Kai：
〒 625–0086　京都府舞鶴市長浜無番地　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；中坊徹次　
Tetsuji Nakabo：〒 611–0028　京都府宇治市南稜町 2–1–
179）

魚類学雑誌 63(1):54–56
2016年 4月 25日発行

神奈川県小田原沖にて冬期に漁獲されたウシマンボウ

Rare winter record of Mola sp. A off the Odawara coast,
Kanagawa Prefecture, Japan

ウシマンボウ［山野上ほか（2010）の Mola sp. A］は，
フグ目マンボウ科に属し，日本近海では全長約 2 m以上
の個体のみが確認されている大型回遊魚である（山野上
ほか，2010）．巨体ゆえに漁獲現場で解体されることが
多く，市場に魚体丸ごと持ち帰られることはほとんどな
いため分布情報が集まりにくい．これまでに確認された
日本近海におけるウシマンボウの出現記録（全 24個体）
は，太平洋側では北海道（1個体；8月），岩手県（7個体；
7–8月），宮城県（5個体；8月），茨城県（3個体；6–8月），
静岡県（1個体；7月），大分県（1個体；3月），沖縄県
（1個体；5月），および小笠原諸島（4個体；5, 6, 11月），
日本海側では石川県（1個体，2月）のみである（澤井
ほか，2009, 2014, 2015a, b；Yoshita et al., 2009；山野上ほ
か，2010；石川県水産総合センター，2012）．これらウ
シマンボウの出現記録は茨城県以北に（16個体；全体
の 67 %），出現時期は夏期（6–8月；19個体；全体の 79 
%）に偏る傾向があった．このたび，神奈川県で初めて
ウシマンボウが記録され，また出現記録の乏しい冬期の
出現であったためここに報告する．
本個体はインターネット上に投稿された画像を著者が

発見し，謝辞に記した画像投稿者である漁業関係者への
聞き取り調査，および提供された写真から詳細を得た．
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本個体は 2015年 12月 19日に神奈川県小田原市米神地
先（35˚12'N, 139˚08'E）に設置された定置網への入網が
確認された．漁獲は 21日にされ，小田原市公設水産地
方卸売市場で解体された．画像投稿者の目視観察から，
全長 2 m以上はあったと推定されている．画像に基づく
以下の 2形質の観察からウシマンボウと同定された：顕
著な頭部の隆起（図 1A；Yoshita et al., 2009），舵鰭にお
ける顕著な波型形状の欠落（図 1B）．なお，本個体の舵
鰭の一部にはわずかな波型がみられるが，近縁種である
マンボウ［山野上ほか（2010）の Mola sp. B］の波型は
ウシマンボウのものとは大きく異なり，より深く V字
状に切れ込む．本個体のように，鰭の一部にわずかな波
型を持つウシマンボウはこれまでにも報告されている（山
野上・澤井，2012）．
日本近海において，これまで確認されているウシマン

ボウの出現水温範囲は 16–25˚Cであり（澤井ほか，2011, 

2014, 2015a），本個体が確認された 2015年 12月 19–21日
の平均海面水温（20.3˚C）もその範囲内であった（神奈
川県水産技術センター，2015）．日本近海におけるウシ
マンボウの回遊は，夏期に向かって三陸沖に北上する 2
つのルート（小笠原諸島ルート，黒潮ルート）が推定さ
れているが（澤井ほか，2015a），夏期以外の出現記録は
上述のように断片的であり，特に冬期に向かってどのよ
うに移動するのかは不明瞭であった．今回報告する神奈
川県で 12月に漁獲された本個体は，地理的・季節的に
これまで太平洋側で確認された記録の中間にあたり，夏
期に日本近海を北上したウシマンボウが，出現可能な水
温帯を通じて越冬のために日本近海を南下している可能
性を示唆する．これは大分県での出現記録が 3月で，出
現水温範囲内であったことからも示唆される（澤井ほか，
2015a）．一方，11月に小笠原諸島での出現記録もあるこ
とから（Yoshita et al., 2009），南下にもいくつかの回遊ルー
トがあるものと推察され，ウシマンボウのより詳細な回
遊を明らかにするためには，さらなる出現記録が求めら
れる．
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図 1.　2015年 12月 21日に神奈川県小田原市米神地先の
定置網で漁獲されたウシマンボウ．A：頭部の写真（矢印
は分類形質である頭部の隆起を指す），B：舵鰭の写真（矢
印は部分的な波型を示す）．すべての画像は株式会社小田
原魚市場より提供された．
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インタビュー

先達に聞く

話し手：道津喜衛（長崎大学名誉教授）
聞き手：林　公義，鈴木寿之　　
 2008年 2月 22, 23日取材
林：「先達に聞く」のインタビューで道津先生をお尋

ねしています．先生お元気そうですね．
道津：いや，もうひっそりと．なんか覚えることより

忘れるのが多いから，もう覚えないことにしたんです．
鈴木：フィールドワークは相変わらずですか？
道津：ええ，近くに採集好きな卒業生が何人かおりま

して，私は自動車の足がないものですから，彼らが呼び
に来てくれるとです．ところが身体がヨボヨボで，特に
海岸の岩場を歩く年寄りは危なっかしくてしょうがない
んでしょうね．「まだ来るのか」と言われますけれど，
まだつき合ってくれますね（笑）．
林：それでは先生のプロフィールからお聞かせくださ

い．まずご出身から．
道津：はい，生まれは長崎の五島で，漁師の息子なん

です．
鈴木：五島から長崎の方にいらしたのはいつ頃ですか？
道津：五島の福江には五島中学というのがありました

が，どうせ行くなら長崎の方がということで，中学校は
長崎市内の旧制の長崎中学校でした．中学を卒業してか
らもあまり五島には戻りませんでした．ちょうど終戦後
だったので，夏休みや腹が減ったら帰るという程度でし
た．小さい頃から独立して長崎では下宿していました．
本当に楽しかったですね．
林：五島に戻った時はやはり漁師であるご両親のお手

伝いを？
道津：当時の五島では，裸みたいな生活ですよね．夏

休みになるともう嬉しくてたまらないわけ．帰っている

間は裸みたいな生活なので，一番きつかったのは夏休み
を済ませて長崎に帰ってくると，制服を着て，靴を履い
て，ゲートルを巻いてと本当にもう一番苦痛でしたね．
あれがなかったらもう少し勉強していたんじゃないかな．
五島に帰ると夏は専ら海の方ばかりで，海の生き物とい
うか魚を捕る一方でした．実家の船に乗ってイワシ漁と
かアジ漁ですね．巾着網や定置網の漁なんかもやりまし
たね．でも父の仕事を手伝うというより遊び半分で，む
しろ邪魔になっていたくらいで．
鈴木：もうその頃から漁業というか魚には強く興味を

ひかれていたのですか？
道津：興味というより，まだ魚をやろうなんていう気

はありませんでした．私は 8人兄弟の末っ子で，体は小
さいし甘やかされて育ったものですから，一番下という
ことはある意味何をやっても良かったんですね．結局（中
学校では）進学コースを選んで，高等学校は昔の高等師
範塾である鹿児島の第 7高等学校に 1942（昭和 17）年
に入りました．でも勉強はしなかった．1番上の兄は東
大の薬学科を卒業してから会社勤めをしていて，五島に
帰るつもりはなかったと思いますが，終戦になって父の
網元や漁業の後継ぎをしました．しかし漁業というのは
とても不安定な仕事なので，サラリーマンセンスでの経
営は難しく 1955（昭和 30）年くらいで止めました．そ
の頃の漁ですから規模は大きくありませんが，イワシや
アジ・サバ漁が中心で，定置網漁もやっていましたね．
五島や漁師の家で育った私にとって “ 魚 ” は余りに身近
な存在だったので特に意識をしたことはなく，強いて言
えば終戦後の貴重な “ 蛋白資源 ” だったということでしょ
うかね．
林：高等学校卒業後，九州大学に進まれた頃の話をお

聞かせください．
道津：鹿児島の第７高等学校を戦争に負けた 1945（昭

和 20）年の 3月に卒業しましたが，もうその頃は学徒
動員で小倉陸軍造兵廠にいて，ろくに勉強もしていませ
んでした．鹿児島が空爆の影響を受けたので大分の山奥
に疎開し，入学時に 14人おった生徒が結局途中で辞め
て，卒業する時は 7人でした．私はあまり勉強はせんかっ
たし，身体は弱いし，単科大学の長崎医科大学（現長崎
大学医学部の前身）への進学を考えました．その頃はも
う戦争の影響で入学試験はなく，割り当てみたいなもの
でした．ところが医学部の話を聞いてみると解剖学やら
覚える事ばかりが多く，あんなの苦手やなと思っていま
した．
その頃の大学では，文科系は卒業する前に学徒動員で

みんな入隊させられ，理科系は大学卒業するまで徴兵延
期があり，医学部や水産学部はそれに該当していたわけ．
そこでその頃の旧農学部に水産学科があるのは東京大学
（以下東大）と旧制九州大学（以下九大）だけでした．
入学試験はなかったけれど，東大は希望者が大勢だった
こともあり，九大は空いていたし近いし良いなと思った
だけ．それで九大に入学したわけです．どういう動機だっ
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たのかと言えば，いろんなこと沢山覚えさせられる医者
（医学部）は嫌だったんかな．戦後になって京都大学や
東北大学と各地方大学にも水産学部や水産学科ができた
りして，一遍に増えました．当時の東大でも農学部水産
系の生徒は 10人位でしたね．その頃の水産学派には博
士の学位授与がなく，私もそうですがみんな農学博士号
になるんです．大学を卒業しても水産関係の学生は就職
先が少なく，水産工場など水産関係の受注関係をみても
函館水産高等学校，水産講習所（現東京海洋大学の前身）
それから朝鮮の釜山にあった釜山高等水産など，主力は
大学よりもこの 3つの高等学校でしたね．
まあ大学というのはそうでしょうけれど，九大に入っ

てみたら水産学科というはのんびりした状態で「ああ，
これは良かった．勝手なことができるぞ」と思いました．
ただもう終戦直前でしたのですべてが無茶苦茶でね．そ
れで１年生の時に細々と大学に通って内田先生（内田恵
太郎博士）の講義を聞いていたら「これは面白かな，面
白か」と，私は内田先生に惚れとったわけですね．農学
部に水産学科が設置されたのが 1939（昭和 14）年で，
当時はあちこちから新進気鋭の錚々たる先生達を集めて
作ったわけですから，比較的活気がありました．その中
で内田先生は朝鮮総督府の水産試験場から引っ張ってこ
られた方だったんです．確か水産学科ができて 3年経っ
た 1942（昭和 17）年で，先生は 43歳でした．学生の中
には私もふくめて内田先生のファンが多かったんです．
当時は 4講座があって，魚をやりたいという私以外の意
気込みのある学生もおったんでしょうけど，入学した 4
人が 1人 1講座という具合に分かれました．当時は防空
演習に続く防空演習で，生徒が勉強したり先生が研究し
たりという学習環境が整ってなく，終戦直後というのは
食べ物も少なかったので，腹が減ったという記憶だけが
強く残っていますね．卒業すると海洋化学の坂本市太郎
さんは三重大学に，海藻学の右田清治さんが長崎大学（水
産学部）にと，水産増殖関係では教職員になるか役人（公
務員）になるかで，同期生で実業界に入ったのは 1人だ
けでしたかね．
鈴木：内田恵太郎博士の話がでたところで，道津先生

もそうですが，内田門下生の話をお聞かせください．
道津：内田先生が九大に来られて直ぐに，今井貞彦さ

んが助手になりました．今井先生が鹿児島大学に出られ
た後の助手が塚原　博さんで，塚原先生が九大の天草臨
海実験所に移られた後の助手が私です．私が辞めてから
は水戸　敏さんがそれぞれ内田先生の歴代の助手を務め
ました．その内で一番出来が悪い助手というのが私です．
本当に「困った助手だな」とようさん言われました．内
田先生は私みたいに怒らなかったのですが「始末が悪い
な」と．私は常識がないんですね．助手というのは常識
を要求されますから，しょうがない奴だなと思っていた
んでしょうね．でも，今井先生や塚原先生の頃は結構や
かましかったそうです．自分でシャッシャと仕事ができ
る頃は，むかつくようなことがあると怒るんでしょうけ

れど，段々とお年寄りになると自分で直接仕事ができな
いので，平静を装っていたんでしょうね．「昔は酷かっ
たぞ」とよく聞きましたけど，私は「先生に迷惑かけ通
しやけ，恐くはなかよ」と悪ぶっていました．
内田先生の教室というのは本当に “ フリー” でしたね．

朝鮮総督府水産試験場時代は役人だったわけでしょ．全
く役人らしくないと思えるほど学生指導が “ フリー” な
んです．その代り学生は自分で何でもしなければならな
い．それから学生の就職の世話は絶対にできないと言っ
ていましたし，それも内田先生式の選択の自由（フリー）
なんです．
鈴木：当時の助手としての主な仕事はどのようなもの

なのでしょうか？
道津：内田先生自身は余り学生の面倒はみませんでし

た．卒論をやる連中もどちらかというと 1，2年先輩の
大学院生と一緒で，助手がその面倒を見ながら，何か色々
と相談がある時は内田先生に私たち（助手）が相談に行
くというのが仕事でしたね．当時の教授というのは大学
内でも結構強い権限をもっていたんでしょうね．特に水
産界というのは，日本の当時の産業にあっては凄く大き
な部分ですから，水産系の教授というのは力があったん
です．私達は水産学第 2教室でしたが，後で水産庁の水
産研究部長になった水産学第 1教室の相川広秋教授は権
力持っていたんじゃないかな．研究室の予算要求は教授
がするんでしょうが，私たちにはとにかく欲しいだけ使っ
て良いというような風潮で，予算の割当額なんてあまり
聞いたこともありませんでした．助手も「聞いてもしょ
うがない」，教授も「言うてもしょうがない」と互いに思っ
ていたかも知れないですが．予算を使うにしても当時は
もう細やかなものだったから．終戦に入るともう研究ど
ころじゃないですね．それから 5年位経ってようやく朝
鮮戦争が始まる頃に，さあ “ 研究をうんぬん ” という話
になったような具合で．
林：当時の九大水産学科での講座の編成や授業内容に

は特色があったのでしょうか？ 
道津：当時は 4講座ありまして，私達が学んだのは 2

つの生物学関係の講座で，あとの 2つが食品学と水産化
学の講座という分れ方でした．東大も大体そういう傾向
だったと思いますが．生物学関係の講座には水産（魚類・
増殖）と植物があって，内田先生が魚類と増殖を担当さ
れていました．普通 1つの講座は教授，助教授，助手が
1人あるいは 2人で，魚類なら魚類関係の職員で全部固
まるのが普通なんですが，内田先生の講座の場合は，植
物と魚類の 2教授制という変則的な形でした．1939（昭
和 14）年にできた大学の講座ですから，こういう変則
的な組み合わせになったんじゃないか．それでも助教授
1人，助手 1人というのは，今の新制大学と比べるとま
だいくらか良かったほうです．漁業や漁撈は相川先生（相
川広秋博士）の水産資源学の中に含まれ，足りない（専
門分野の担当者がいない）分はあちこちの非常勤講師に
講義だけをお願するというような構成で，一応学科とし
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ての形式は全うするというような．当時はもともと水産
系に来る学生数より，助手や院生を含めると講座の先生
の数のほうが多いので，生徒は教授や助教授によく面倒
見てもらえるはずなんですが，実際に学生をよく世話し
たのは大学院生の方じゃなかったかな．何するにしても
彼らに相談をしてましたよ．
内田先生は時 「々今日は何もやることないしな」と言っ

て魚の生活史の話をしていましたね．先生の講義は最初
黒板に絵を描くことから始まります．石川千代松先生み
たいに両手では描かなかったけれど．大体は先生の著書
である岩波書店の「生物講座，魚類・円口類」を使った
魚類学の講義に耳を聴けては “ はあ，なるほどね ” といっ
た具合で，とても良い講義でしたよ．
林：内田恵太郎教授は道津先生から見てどういう感じ

の先生でしたか？
道津：さあ，どういうことになるんでしょうか，性格

的には非常に几帳面な方でしたよ．ただ，弟子どもに対
しては先ほど言ったように “ 自由 ” なんですね．どちら
かというと放任で，やるべき事は自分でやるんだという．
つまり「何か問題や困ったことで相談に来れば，それな
りにアドバイスはしてやる」というようなやり方ですか
ら．先生の専門である稚魚や幼魚の採集など，フィール
ドワークなんかは先生とほとんど一緒には行きませんで
したね．朝鮮総督府時代の仕事が先生にとって一番華が
あったんでしょう．先生の自立心についても，役人の多
い研究所であれだけの仕事を 1人で熟したという実績と
経験からのものだったと思いますね．
ですから私達はみんな自分勝手に好きなところで好き

な採集や調査をやって，稚魚や幼魚などを採集してまし
た．そこで水戸さん（水戸　敏博士）や皆で “ ああでも
ないこうでもない ”，“ これは何の稚魚だ ” とか “ 分から
ん分からん ” などと言っとるわけ．じゃあ誰か先生のと
ころに “ 尋ねに行け，誰か行け，嫌だ ” とか．結局，誰
かが訊きに行くと「何とかという魚だよ．誰か（著者）
の何んとか（文献など）にこれに類するものがちゃんと
載っているよ」というこんな具合．その代り私達がやろ
うと試みることには一生懸命応援してくれましたね．一
番素晴らしいのは，先生にとっては大したことではない
んだろうけれど，私が話を「これこれで…」と言うと「そ
うだな，そうだな」と．普通は何か一言ケチをつけたり，
“ 大したことない ” という顔をされるものですが，絶対
に「何んだ，そんな事が」という顔をされない．内田先
生のそういう所が弟子を育てるのが上手い一番の素質な
んですね．そういう意味では私達は自由に研究ができま
した．今でも思い出すとあの頃が一番楽しかったし，と
ても自由だったですね．もう自分が勤めるようになった
らそういう訳にもいかないですから．
林：内田先生は魚の研究以外に何か趣味はお持ちだっ

たのでしょうか？
道津：ええ，多才でしたからね．第一に “ 書 ” が上手

いから．それから “ 歌 ” が上手い．

奥さんも和歌の先生なので，私達はいつも「歌はやっ
ぱり奥さんの方がよかもんな」とか「奥さんの歌の方が
よっぽどよか」などと言っていました．とにかく先生が
歌を作られていたのは晩年に近い頃でしたからね．先生
の作品は，先生が亡くなられた後に歌文集「流れ藻」と
いう本になっています（本文追記参照）．先生が九大を
退官された後も，教え子である私達と何かあると集まっ
たりしよりました．「流れ藻の会」という第 2教室卒業
生の伝統の会が今もあってね．私は内田先生が亡くなら
れてからはほとんど出んようになりました．“ 流れ藻 ”
には色々な稚魚が集まって来て，ある程度大きくなると
またバラバラになって，それぞれ離れた後で成長すると
いうような意味で「流れ藻の会」という，良いネーミン
グだと思いますね．流れ藻（内田先生）の下におると何
にもないけど，安らぐというか何とはなしにそういう気
持ちになれるんです．流れ藻の下で育った稚魚達は，私
もそうですが後輩として千田さん（千田哲資博士），先
生の最後の弟子の水戸さん（前出），その次世代では滝
田さん（滝田　徹博士）や塚原さん（塚原　博博士）で
すかな．
鈴木：ここらでハゼの話をお願いします．先生は元々

ハゼが好きで研究を始めたのでしょうか？
道津：ハゼを始めた動機は卒業論文ですよ．高等学校

の卒業が終戦の年で，1945（昭和 20）年に大学に入学
して，昔は 3年制で卒業ですから 1948（昭和 23）年の
春には卒業なんです．皆さんは経験がないかもわからん
けど，当時は食うや食わずで，魚ならもう研究より食べ

図 1.　インタビューに笑いの絶えない応答をして下さった
道津喜衛博士（2008年 2月撮影）．
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ることが先決ですから．いよいよ卒論をやらんといけん
という時に内田先生に卒論をお願いしに行くと「道津君
は何をするんだ」と問われたので，「高等学校の時は戦
争中で動員やら勤労奉仕ばかりだったので，少しは本を
読みたいです．魚の生活史をやるなら色々と参考文献が
多く，外国の文献も読まんと進まんようなものをやりた
かですね」と言ったわけ．先生が途端に「そうだな，そ
んならハゼが手ごろです．ハゼをやりなさい」というの
で，卒論のテーマが「日本産ハゼ類の生活史の研究．成
長に伴う生態と形態との関連，特にハゼ類の鰾の消長と
生態との関係」に決まってしまった．ハゼの研究はその
時の卒論が最初です．
ハゼ類は自分の努力で標本が集められるし，人が必死

に捕ってそれを食べようというような魚でもない．その
頃に海外ではヨーロッパの浮遊性稚魚のデータブックが
出たりして，イタリアあたりの論文も読まんといけない
し，先生が「ちょうど良いじゃないか，やってごらんよ」
と言われたので，私は「やります，やります」で決まり
でした．他にやることもなかったですし（笑 )．それか
らタモ網と胴乱を持って博多周辺をうろつき回り始めて
だんだんと足が抜けなくなり，ハゼの生活史の研究は今
日に至っているわけです．いっこうに捗りませんけど．
最初はやっぱり海のハゼが主体で，博多周辺の沿岸に

はハゼの浮遊性稚魚がうようよおるんです．ある時マハ
ゼの子供みたいでもあるし，何者やろうかとよく見ると
それがウキゴリ属のビリンゴだったわけで．ハゼ研究の
とっつきはビリンゴが始まりです．内田先生はその当時，
ハゼ類の鰾は子供にはみなあるが浮遊生活を終え底棲生
活になると消えてなくなり，特にトビハゼはその典型だ
と言われていたんです．ところがビリンゴを観ていると
底に移っても鰾は消えず，風船状に膨れたままでちゃん
と残っているわけ．特に固定標本にすると分かりにくく
なりますが，生きている内に腹を裂くと苦しまぎれに鰾
が膨らむんでね．そこで「先生，消えて無くなっとらん
ですよ」と言うと先生は信じとらんのですよ．そこで色々
な種類のハゼを集めて鰾の研究に凝りだしたんです．やっ
ている内に「学問というのは面白かもんじゃね」と思い，
「分からん事がようあっても，努力すると分かるように
なるとばいね」と．こうなった事がそもそもハゼに取り
憑かれたことの始まりですね．その頃は私も内田先生も
“ ウキブクロ，ウキブクロ ” とばかり言っていましたよ．
先生の見通しでは，ビリンゴは底棲生活を始めると鰾は
無くなるだろうということだったようで，浮遊期から底
に移る過程の組織切片標本を作って確かめるようにと言
われましてね．しかし既にその前から鰾は残るんだと私
は確信していたんですが．その後の組織切片の観察では，
アカウオやワラスボの鰾は変形しながら消えて行くし，
トビハゼやムツゴロウは綺麗になくなるというケースも
あるわけで．一般にハゼの場合は大きな鰾が相対的に小
さくなり，いかにも消えて無いように見えますが確かな
痕跡は残ります．あのまま色々な魚の鰾の研究を続けて

いたほうが，ハゼの生活史の研究よりかえって面白かっ
たかもわからんね．
鈴木：ハゼの生活史の研究でご苦労されたことは何か

ありますか？
道津：生活史の研究をする場合，サンプルを採ってく

るだけでなく卵の発生過程を調べるわけなので，親をま
ず飼育してという技術も必要があるわけです．魚の生活
史研究では，個体群についてのある個体を追跡するとい
うのが最も望ましい正しい基本的な仕事だと思っています．
ところがそれがなかなか出来ないので，結局あちこちの
個体群についての断片的な資料を集めながら１つの生活
史の流れを組立てるという方法を具体的にはやっている
わけです．特に仔稚魚は天然の場合になかなか追跡がで
きないので，人工的な方法で卵を産ませて飼育し，そこ
を補うという形をとっていたわけで．もし天然で卵が採
集できれば一番それが望ましいのでそれを飼育すればい
いわけなんですが，飼育技術が問題なんですね．飼育が
下手だと発生過程のブランクを埋めることが難しいのです．
しかし今は飼育技術が非常に進みましてね，飼育屋に言
わせると「先生，よか卵を持ってくれば，何でも飼育し
てあげますよ」という時代ですから．ところが人工的に
水槽の中で産卵させられるハゼであっても，天然卵が採
集できないという種類が多いのには手を焼きますね．こ
のあたりは次世代の魚類学者にやってもらわんとね．
林：数々のハゼ初期発生の論文中にある素晴らしい描

画テクニックはどのように習得されたのでしょうか？
道津：内田先生の描かれた絵の真似ですね．原図は

持っていませんが，先生の絵というのは見事なもので，
特に昔のイワシ類の稚魚の絵などは素晴らしいですね．
“ 書 ” も上手いし “ 絵 ” は特に上手かったすね．朝鮮総
督府時代は夜なべして描いていたということですから見
事なものです．私は先生の絵にもぞっこん惚れ込んだの，
その影響が強いわけです，他にも絵が上手かったのは今
井先生（前出）の弟子にあたる中原さん（中原官太郎氏）
で，絵を描く度に「ペンがおかしい，鉛筆が悪か，いや
紙も悪か」とか言いながらも素早く上手に描いてしまう
のね．ペンや紙に難癖をつけ，描かずにほったらかした
ものもだいぶありましたがね．内田先生もそうだったと
思いますが，絵が上手い人は天性もありますが，嫌がら
ずに描くのが楽しかったんでしょうね．もう苦痛と思っ
たら，そこから先進みませんから．長崎大学時代の学生
では塩垣さん（塩垣　優氏）が秀逸でした．彼は研究室
にいると焼酎を飲むか稚魚の絵を描いているかでしたよ．
段々とこういう逸材がいなくなったような気もするけれ
ど，こっちも段々と元気がなくなっていることもあるん
でしょうね（笑）．

今回のインタビューも前回と同様に，2日間で延 6時
間以上に亘ったことから，原稿起こしの段階では A4で
72頁になりました．紙面の都合上，全てをご紹介する
ことができませんので，会員の皆様に興味のありそうな
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部分をインタビュアー（林・鈴木）の責任で部分割愛編
集したものを掲載いたしました．

追記（林）
内田恵太郎博士は，「流れ藻」という同名タイトルの

2冊の著作本を出版されています．
1972（昭和 47）年，西日本新聞社出版の「流れ藻」は，

教職という時間を離れて家庭における日常実際の生活を
記した随筆です．1983（昭和 58）年，西日本新聞社出
版の「流れ藻」は，自作の短歌集であると同時にその歌
を詠んだ時の背景が著されています．著者は内田恵太郎

となっていますが，1982（昭和 57）年に内田博士が亡
くなられた翌年，内田さち子奥さまが亡夫の遺作集とし
て出版されました． 

（林　公義　Masayoshi Hayashi：日本魚類学会史委員会委
員長：〒 239–0812　神奈川県横須賀市小原台 61–6　e-
mail: totohayashi@muj.biglobe.ne.jp；鈴木寿之　Toshiyuki 
Suzuki：〒 666–0115　兵庫県川西市向陽台 1–8　兵庫県
立川西緑台高等学校　e-mail: trimma-toshiyuki@hop.ocn.
ne.jp）




