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子供たちに向けられた暖かなメッセージが添えられているこ
とが印象深い．サメという生物の概要を知るための入門書と
して，小中学生や一般の方だけでなく，これから魚類につい
て学ぼうと志す大学生にもお勧めしたい一冊である．

（三澤　遼　Ryo Misawa：〒 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: 

misawa.ryo.35v@st.kyoto-u.ac.jp）
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SHARKS　サ メ ー 海 の 王 者 た ち ー 改 訂 版．—仲谷一宏（著）．
2016．ブックマン社，東京．248 pp． ISBN 978-4-89308-861-1． 

3,600円（税別）．2011年に出版された同タイトルの改訂版．
初版の意図を引き継いだかたちで写真や図が多く使われており，
サメ類の分類，進化，形態，分類，分布などが丁寧に解説さ
れている．本書の「はじめに」に書かれてあるとおり，アマチュ

アから専門家，子どもから大人までが理解できるサメ類の「専
門書」として充実した内容となっている．改訂版では最新の
分類体系が反映されており，例えば，以前はツノザメ目に含
まれていたキクザメ科は，独立の目として扱われている．巻
末には 2016年 3月時点での世界の現生サメ類全 509種のリス
トが掲載されており，これは海外産の種を飼育している水族
館関係者にも必須の内容であろう．なお，このリストの部分
や代表的な種の解説では，一部の種に新和名が提唱されており，
特に分類学に関わる方は注意されたい．このほか，いわゆる
シャークアタックに関する章で内容がアップデートされており，
サメが接近してきた場合，攻撃を受けた場合などの対処方法
が追加して書かれている（もちろん，危険なサメ類に近づか
ないことが大原則と言えるが）．第一線で 50年にもおよぶ「サ
メ研究」を続けてこられた著者ならではの豊富な知見と経験
にもとに書かれた解説を読んでいると，改めてサメ類の生物
学的な面白さに気付かされる．

（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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新知見紹介

千曲川中流域におけるサケ稚魚の確認

A record of chum salmon fry from middle reaches 
of the Chikuma River, central Japan

本州中部から日本海へ流れる信濃川・千曲川のサケ
Oncorhynchus ketaは古来より食糧資源として広く利用さ
れてきた（市川，1977）．しかし，1930年代になって水
力発電用の大型ダムが新潟県や長野県の本流下流域に相
次いで建設されると，1925–1935年に約 5,600–66,400 kg
あった漁獲量は急減し，1944年の約 600 kgを最後に長
野県の漁獲統計から消滅した（長野県漁業共同組合連合
会，1969）．一方，サケの遡上復活への要望は水産関係
者のみならず市民の間でも根強く，1979–2000年の間は
長野県が，また 2007年からは NPO法人新潟水辺の会を
中心とした市民団体が，稚魚放流や生態調査をその規模
を拡大させながら継続的に実施している（新潟水辺の会，
2015）．このような取り組みと併せ，ダムに設置された
魚道の改善（佐藤ほか，2004；信濃川中流域水環境改善
検討協議会，2012, 2013），2008年に起きた新潟県宮中取
水ダム（信濃川河口から約 133 km）での不正取水事件

をきっかけにした放水流量の増加などを背景に，信濃川・
千曲川のサケ遡上数はおおむね増加傾向にある（新潟水
辺の会，2015）．例えば，新潟県の宮中取水ダムでは
2001年以降，毎年（2007–2008年を除く）9月中旬から
11月初旬まで魚道を遡上するサケの数が調査されてい
るが，2001–2006年に平均 29尾（範囲 11–45尾）だった
遡上数は，2009–2014年には平均 314尾（範囲 135–736尾）
となり，2015年には 1,514尾と近年の最高数を記録した
（新潟水辺の会，2015）．同様に，その上流の長野県の西
大滝ダム（信濃川河口から約 166.5 km）でも，2001–
2006年に平均 4尾（範囲 1–12尾）だった遡上数は，
2009–2014年には平均 11尾（範囲 2–35尾）に増加し，
2015年には 12尾（雄 10尾，雌 2尾）が確認されてい
る（新潟水辺の会，2015, 2016）．
一方，西大滝ダムを越えたサケの生態については不明

な点が多い．西大滝ダムの約 85.0–86.5 km上流に位置す
る上田市の半過ヤナ（石井ヤナ）および中山ヤナではサ
ケ親魚が 2010年と 2012年に各 1尾，2015年 11月 25日
から 12月 6日にかけては 5尾が確認され（新潟水辺の会，
2015, 2016），その遡上実態の一部が明らかになる一方，
遡上親魚が繁殖に成功しているのか否かは明らかでな
かった．今回，我々の調査によって，千曲川中流域にお
いてサケの稚魚 1個体が確認され，それが稚魚放流され
たものではなく，自然産卵に由来することが強く示唆さ
れたので，ここに報告する．
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本個体の全長は 36 mm（標準体長 30 mm）で，2016年
2月 18日に長野県千曲市の冠着橋付近（36˚30'6″N, 
138˚7'30″E）の千曲川本流右岸においてタモ網（目合い 5 
mm）によりオイカワ稚魚（n = 11）やモツゴ稚魚（n = 1）
とともに混獲された．捕獲地点は中礫が優占する平瀬の
岸際で，水深 10–30cmで流れは緩やかであった．水は
雪解けの影響でやや濁り，水温は 3.0–4.5˚C（9:00–12:00）
だった．捕獲現場では周辺で生息記録のあるヤマメ O. 
masou masouとの識別が困難であったため，実験室に持
ち帰り給餌観察を続けたところ，（1）側線上部に分布す
る 8–12個の小型淡色のパーマーク（当該個体 10個），（2）
13–17％と比較的小さな体高／全長比（同・体高／全長
比 15.6％），（3）黒色色素胞の少ない背鰭等のサケ稚魚
の特徴（沖山，2014）が明瞭になったため，長野県漁業
調整規則第 23条により 2016年 3月 8日に捕獲地点に放
流した．放流直前のサイズは全長 53.9 mm（標準体長
46.1 mm），体高 8.4 mm，体重 1.20 gであった（図 1）．
さらに種判別の確実性を担保するために，本個体から採
取した尾鰭断片から DNAを抽出し，ミトコンドリア
DNAの Cytochrome b領域 625 bpの塩基配列（DDBJア
クセッション番号：LC132964）を決定したところ，サ
ケの配列に一致した（Shigenobu et al., 2005）．
これまでも西大滝ダム上流部へサケ親魚は遡上してい

たので，それらが千曲川において繁殖していても不思議
ではない．ただし，長野県内では 2007年以降，飯山市
から上田市にかけての千曲川流域へ毎年 4.5万 –15万尾
のサケ稚魚が放流され，また 2012–2014年の 12月には
長野市から上田市の本支流において発眼卵埋没放流が年
に１万 –3万粒の規模で行われてきた（新潟水辺の会，
2015）．そのため，千曲川でサケの稚魚が捕獲されたと
しても遡上親魚由来であるか，放流由来であるかを区別
することが実質的に困難であった．ところが，2015年
冬から 2016年春のシーズンに限っては，2015年 3月に
国内で初めて発生が確認されたレッドマウス病（アメリ
カ水産学会魚類保健部会，1996）と呼ばれる細菌性疾病
対策のため（農林水産省，2015），長野県内においても

稚魚放流ならびに埋没卵放流がまったく実施されなかっ
たことから（新潟水辺の会，2015；長野県農政部・小川　
滋氏，私信），本個体が遡上親魚由来のものである可能
性が高いと判断された．
現在，長野県のレッドリストではサケは野生絶滅（EW）

に位置づけられる（長野県，2015）．遡上個体による再
生産が今回の稚魚によって傍証されたとしても，その親
魚が放流稚魚に由来するか否かは不明であり，人為によ
る放流がなければ存続し得ない生物種との判断は容易に
翻らない．しかし，少なくともサケが産卵・ふ化・初期
発育できる河川環境が千曲川中流に維持されていること
が示唆される．今後は，親魚の遡上行動や産卵環境に関
する知見（例えば，卜部，2013を参照）をさらに集め，
生物多様性保全の観点から日本一長い川を遡るサケ個体
群の復元（森田・大熊，2015）と自然環境の再生につな
げてゆくことが望まれる．
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図 1.　千曲川中流域で採捕されたサケ Oncorhynchus keta
（46.1 mm SL）．
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岐阜県の河川におけるブラウントラウトの分布拡大

The spread of non-indigenous brown trout Salmo trutta 
in Gifu Prefecture, Japan

ヨーロッパから西アジア原産のサケ科魚類ブラウント
ラウト Salmo truttaは，世界各国に移殖されており，移
殖先の在来生態系に悪影響を及ぼすとして「世界の侵略
的外来種ワースト 100」に選定されている（Lowe et al., 
2000）．日本においても，これまでに北海道から中部地
方のさまざまな河川や湖沼でブラウントラウトの分布が
確認されており（環境省生物多様性センター，2010），
在来サケ科魚類との置き換わりや交雑などの悪影響が明
らかとなっている（帰山，2002；鷹見ほか，2002；
Kitano, 2004；Kitano et al., 2009；下田，2012；谷沢ほか，
2016）．また，西日本においても，鳥取県の河川で駆除
がおこなわれており（鳥取県智頭町山村再生課，2015），
山口県でも捕獲されている（国立研究開発法人水産研究・
教育機構，2016）．
中部地方の岐阜県では，これまでのところ，飛騨市の

小鳥川（宮川・神通川水系）で 2004年の台風によって

逸出した個体の定着が確認され（石崎ほか，2012），現
在は宮川下流漁協等による駆除がおこなわれている．岐
阜県にはサケ科魚類の生息に適した環境が多く，内水面
漁業としてのサツキマス漁などがおこなわれているが（徳
原ほか，2016），県内他河川では 2010年 2月 13日に美
濃市笠神の長良川右岸で瀬替え工事の際に 1尾捕獲され
た記録があるのみだった（千藤・三輪，2011；岐阜県博
物館登録標本 GPM-Z 13996）．しかし，著者らは日本海
側の庄川と太平洋側の長良川水系の板取川（図 1）にお
いてブラウントラウトの写真および標本を得ることがで
きた．これらの水系における定着の確認はできていない
が，岐阜県の河川において急速な分布拡大が生じている
可能性があり，ブラウントラウトの分布拡大のリスクが
広く存在することを示す事例として，ここに報告する．
長良川水系では 2012年 10月 27日に関市板取杉島の

板取川でタモ網によって捕獲され，写真を神奈川県立生
命の星・地球博物館の魚類写真資料データベースに登録
した（登録番号 KPM-NR 166074）（図 2A）．庄川では，
2015年 3月に庄川漁業協同組合において，近年ブラウ
ントラウトが釣れるようになっているとの情報を得たた
め，2015年 11月 16日に岐阜県大野郡白川村保木脇の
庄川において電撃捕魚機（スミスルート社エレクトロ
フィッシャーLR-24）を使用して 2個体を捕獲した．庄
川産の 2個体は FA-100（日本動物薬品株式会社）で麻
酔後，脂鰭もしく右腹鰭の一部を 99.5％エタノールで保
存した．魚体の写真は魚類写真資料データベースに（登
録番号 KPM-NR 166072, 166073），標本は 10%中性ホル
マリンで固定後，70％エタノールに置換して岐阜県博物

図 1.　岐阜県におけるブラウントラウトの確認地点．1：
庄川（大野郡白川村），2：板取川（関市板取杉島），3：小
鳥川（飛騨市河合町），4：長良川（美濃市笠神）．黒丸は
本報告，白丸は定着河川（石崎ほか，2012），白三角は１
個体のみ捕獲された地点（千藤ほか，2011）．
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館に登録保管した（登録番号 GPM-Z 21809）．庄川産の
2個体については，Kitanishi et al.（2016）に従ってミト
コンドリア DNAの tRNA-Glu遺伝子から Cytochrome b

遺伝子の 1144 bpの塩基配列を決定した（国際塩基配列
データベース登録番号 LC145638）．
庄川産の 2個体の塩基配列は全く同じであり，日本

DNAデータバンク（http://www.ddbj.nig.ac.jp/）の BLAST
サーチによってデータベース上の類似配列を検索した結
果，ブラウントラウトとして登録されている 80件以上
の塩基配列と 99％以上の相同性で一致したことから，
これらの標本がブラウントラウトであることが遺伝的に
示された．それぞれの個体は標準体長 115 mmと 89 mm
の若魚であり，背面に小黒点があり，体側には明瞭な赤
点が散在したが，全体に銀白色が強く，捕獲時に容易に
鱗が剥がれるなどのスモルト化の特徴を示していた（図
2B）．
これらの野外で捕獲されたブラウントラウトについて，

長良川および長良川水系の板取川は近隣に管理釣り場が
あることから，そうした釣り場からの逸出の可能性があ
る．庄川のブラウントラウトの侵入経緯については不明
であり，釣り人による私的放流の可能性がある．2015
年 3月に公表された「我が国の生態系等に被害を及ぼす
おそれのある外来種リスト（生態系被害防止外来種リス
ト）」（https://www.env.go.jp/press/100775.html）において，
本種は産業管理外来種（産業又は公益的役割において重
要で，代替性がなく，その利用にあたっては適切な管理
をおこなうことが必要な外来種）とされているが，本報
告に示したように，本種の釣り場からの逸出や，私的放

流による今後の分布拡大が危惧される．環境省等の行政
が本種の産業利用を認めるのであれば，本種の逸出防止
と密放流防止を厳密に指導し，管理するとともに，逸出
や密放流による侵入が確認された水域では，行政主導で
責任を持って駆除を進める必要があると考えられる．ま
た，産業利用をおこなっていない自治体においては，条
例等による法規制によって放流を禁止するなどの対策も
必要である．
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トピックス

2016 年度日本魚類学会年会における
学生ポスター賞の実施

現在，多くの学会の大会（年会）において学生ポスター
賞が実施されている．魚類学会でもこのような学生会員
を対象としたポスター賞が導入できないかを現幹事会（桑
村哲生会長）で検討を進めてきたが，2016年度の岐阜
大学での年会で，年会実行委員会（古屋康則実行委員長）
の協力も得て，試行的に実施することになった．ただし，
今回の学生ポスター賞は，学会公認の表彰ではなく，あ
くまでも幹事会と 2016年度年会実行委員会の共同企画
として行われたものである．なお，今回のポスター賞は
個人に対して与える賞とし，共同発表者が存在する場合
でも，申し込み代表者の学生 1人だけを表彰することと
した．

応募数と審査区分　今回の学生ポスター賞には 41名
の応募があった．「審査は 2分野に分けて行い，各分野
につき最優秀賞１名および優秀賞若干名を選出する．表
彰は全体で応募者の 15％程度とする．」という当初の実
施案に従い，2つのカテゴリー（カテゴリーA：分類，
系統，形態，分布・魚類相，卵・仔稚魚，分子遺伝・分
子解析；カテゴリーB：生理・組織，生態，行動，保全）
でそれぞれ最優秀賞 1名と優秀賞 2名を選考することと
した．それぞれのカテゴリーに該当する応募者数は，カ
テゴリーAが 20名，カテゴリーBが 21名であった．

審査員と審査方法　今回の審査は，幹事会メンバー，

学会賞選考委員，編集委員からの合計 10名で実施した．
具体的には，筆者（庶務幹事：福井県立大学），安房田
智司氏（庶務幹事：新潟大学），曽我部　篤氏（庶務幹事：
弘前大学），川瀬裕司氏（会計幹事：千葉県立中央博物
館），今村　央氏（学会賞選考委員長：北海道大学），甲
斐嘉晃氏（学会賞選考委員：京都大学），本村浩之氏（学
会賞選考委員：鹿児島大学），福井　篤氏（編集委員：
東海大学），久米　元氏（編集委員：鹿児島大学），高橋　
洋氏（編集委員：水産大学校），で審査を行った．
今回の審査方法は，審査員の負担を考慮し，きわめて

単純な方法を採用した．各審査員が約 20枚のポスター
を審査し，その中から最優秀賞 1枚と優秀賞 2枚を候補
として投票するというものである．また，審査員は発表
自体を聴く必要はなく，ポスターに記載されている内容
をもとに選考することとした．さらに言うまでもないこ
とであるが，審査員が連名（共同発表者）になっている
ポスターは，当該審査員の審査リストからは除外した．
このような審査員の投票結果を集計し，詳細は割愛する
が，前もって定めた集計方針に従って受賞者を決定した．

受賞者　各賞受賞者は下記のとおり決定され，懇親会
で受賞式が行われた．また，受賞者には年会参加旅費の
一部が副賞として贈呈された（年会でのオークションの
売り上げが財源）．

最優秀賞
・佐藤真央氏（高知大学）
「テンジクダイ科の 2種とスズキにおける側線系とそ
の神経支配の比較」（カテゴリーA）

・小山彰彦氏（九州大学）
「河川汽水域に生息するハゼ類・カニ類にとって保全
上重要な水系は異なるのか？」（カテゴリーB）

優秀賞
・大森健策氏（茨城大学）
「1950–2010年代の茨城県北浦の魚類相変遷」（カテゴ
リーA）

・山﨑　曜氏（京都大学）
「ミトコンドリア DNAと核 DNA を用いて推定された
クロ・キバラヨシノボリ種群における遺伝子流動」
（カテゴリーA）
・福田和也氏（東京海洋大学）
「配偶システムの形成における下垂体後葉ホルモンの
影響―一夫一妻・一夫多妻ハゼ科魚類を用いた比較研
究―」（カテゴリーB）

・五十嵐　直氏（新潟大学）
「ホヤやカイメンに卵寄託を行う海産カジカでは宿
主の違いが産卵管形態の種内変異を生み出す」（カテ
ゴリーB）

このように審査区分，審査方法などにおいて，今回行っ
た方法が本学会年会の規模から見て最適なのかを今後検
証する必要はあるが，受賞者の懇親会時の挨拶を聞くと，


