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イトウ：巨大淡水魚をいかに守るか

Sakhalin taimen (Hucho perryi): challenges of 

saving giant freshwater fish species

生物学的特徴

イトウHucho perryiはサケ科イトウ属に属する溯河回
遊魚である．イトウ属魚類はサケ科魚類の中でも原始的
な形態を持ち，イワナ属と近縁とされるが，頭部背面が
平坦で，口が大きく，斑紋が異なることなどでイワナ属
と区別される．背鰭は体のほぼ中央部に位置する．成魚
の上顎は眼径後端を越える．鱗は小さく，円鱗である．
側線鱗は 109–121枚を数える．第 1鰓弓の鰓耙数は
15–21本．幽門垂数は，サケ科の中でもサケに次いでき
わめて多く，163–229本を数える（帰山・浦和，1990）．
成魚の体長は1 mを越え，体重は25–45 kgに達する．本
種の世界的分布は，極東ロシアのサハリンのほぼ全域，
沿海州（いまの沿海地方とハバロフスク地方），国後島，
択捉島，そして北海道である（国際自然保護連合，
2007）．またかつては本州のすくなくとも青森県と岩手
県には生息していた（後述）．
イトウ属のほとんどが純淡水魚であるのに対して，イ
トウのみ降海性を示し，生活史のある時期に汽水域から
沿岸域にまで分布を広げる．イトウは，1年で10 cm，2

年で 15 cm，5年で 30 cm，8年で 50 cm程度に成長し，
1 mを越えるには 10数年かそれ以上を要する（山代，
1983）．イトウは多回産卵を行い，産卵期は春期（3月
末から 5月）で，一般に北方ほど遅く（沿海州では 6

月），南方ほど早い（道東では3月末から）．在来サケ科
魚類で春期に産卵するのは本種のみである．親魚の産卵
は淵から瀬への移行部にあたる淵尻（または瀬頭ともい
う）で行われる（Fukushima, 1994）．他のサケ科魚類同
様，雌のみが産卵床を掘る．孕卵数は2,000–10,000粒
で，産卵床の長径は1.5–3 mになる．稚魚は産卵床から
7–8月頃に浮上して，水生昆虫などを摂餌する．その後
1–2年間を上流域で過ごすと考えられるが，体長30 cm

を超える頃から魚類（フクドジョウなど），両生類（カ
エルなど），時にはネズミなどを捕食するようになり，生
息場所も下流域へ移行する．成熟最小体長は雄で約
45 cm（6–7歳），雌で約55 cm（8–9歳）である．最大寿
命は20年以上と考えられる（山代，1978）．
イトウの回遊や降海性に関しては，すでにいくつかの

報告があるものの（グリツェンコほか，1976；川村ほか，
1983; Arai et al., 2004），いまだ多くの謎が残る．道北，
猿払川の河口付近で漁獲されたイトウ2尾（年齢17�，
20�）は，少なくとも3歳までに降海を開始し，その後，
漁獲されるまでの10年以上を海水の混じる汽水域で過
ごしたであろうことが耳石中のSr/Ca比の変化から分か
った（米国地質調査所Zimmerman氏，私信）．また産卵
遡上したイトウのメス親魚（3尾）が産卵場のある河川
上流に留まったのはわずか5–8日間で，産卵後は河口付
近にまで直ちに降河を開始している（長崎大学 津田裕
一氏，未発表データ）．これらの事実から察すると，少
なくとも道北のイトウは，3歳程度で生育の拠点を汽水
域または沿岸部に移し，春のわずかな期間のみ河川上流
域を（産卵のために）利用し，再び汽水域に降河するこ
とを繰り返す生活史を送っているものと思われる．

日本における分布とその変遷

表1は，イトウの生息がこれまで確認された日本の河
川水系を文献をもとにまとめたものである．一部，間接
的な確認情報も含まれるが，ほとんどが実際の捕獲記録
を選んだ．ただし，移植された個体，あるいは他の水系
から迷い込んだ個体が偶発的に捕獲された（と考えられ
る）記録は除いた．集計の結果，北海道でかつてイトウ
の生息記録が残る水系は42水系，青森県に2水系，ま
た岩手県に1水系あり，全国で45水系となった．これ以
外に，イトウのアイヌ語名であるチライを冠した河川名
を支流に持つ長万部川（支流：知来川），また厚別川
（支流：チライコッペ川）にもイトウがかつて生息した
可能性は十分にある．イトウの生息しない空白地帯（渡
島半島南部，日高山脈の西側，石狩川と天塩川にはさ
まれた日本海側の河川など）があるものの，本種はかつ
て北海道に広く分布していた．またイトウの分布は一般
に，湿原の分布，特に海跡湖の分布とほぼ一致する．事
実，イトウの捕獲記録は海跡湖で多く，水系によっては
海跡湖でのみ記録されたものも少なくない（サロマ湖，
ホロカヤントウ沼，湧洞沼，小川原湖など）．
水系ごとに最新の文献の年度は，イトウがいつごろま
でその河川に生息したかを知るおよその尺度と考えてよ
い．60年代が最後の記録となった水系が全部で 9水系
(20%) あり，イトウの減少がかなり早い時代に始まって
いたことが分かる．その後，80年代が最後の記録となっ
た水系が24水系 (53%) と急増し，この時代に一気にイ
トウの個体数と生息域が縮小したことが示唆される
［注：後藤 (1991) は1985年までの調査結果に基づいてい
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るので80年代の記録とみなした］．現在，道内で比較的
安定した個体群を持つ河川水系はわずかに 6水系であ
り，少数個体で維持される絶滅危惧個体群の5水系を合
わせても11水系あるにすぎない（江戸，2007）．

減少の要因

大型のダムは溯河回遊性のサケ科魚類に対して移動の
障害となり，地域的に個体群の絶滅を導く (Fukushima

et al., 2007)．幸いなことに，イトウが勾配のなだらかな
湿原河川に生息することから，これまでイトウ生息河川
に数多くの大型ダムが作られることはなかった．むしろ
イトウにとって最大の脅威は，落差1 m前後の落差工や，
林道工事にともなう無数のカルバートなど比較的小規模
な河川構造物である．これらの構造物は，個々のサイズ
は小さくとも，数的な規模は膨大である．
流程方向（縦方向）の生物の移動を遮るものがダムや
堰であるとすれば，河川の直線化（捷水路）は氾濫頻度
を減らすことで，河川と氾濫原の間の横方向の生物の移
動を遮断する．水域と陸域の境界にあたる氾濫原は，稚

魚期のイトウの成育の場として欠かすことができない
（江戸，2007）．直線化はまた河川の基本構造である瀬
と淵を消失させ，イトウの産卵環境を劣化させる
(Fukushima, 2001)．過去 50年間に道内の河川は中下流
域を中心に直線化が進められ，河川形状は著しく単調に
なってきている（福島ほか，2005）．
急速に大規模化された農地開発をイトウ減少の主な要
因とする見方もある（小宮山，1997）．確かに，北海道
全域の土地利用図をイトウの分布と重ね合わせてみる
と，道東地方，十勝川流域，石狩川中下流域などイト
ウが絶滅する一歩手前に近い流域は，いずれも農地面積
の流域面積に占める割合がきわめて高い．農地化も含
め，流域の開発は，河川流域の縦と横のつながりを著し
く分断し，加えて河川が排水路化されることで湿原や氾
濫原が大幅に縮小した．このような環境の劇的な変化が
間接的にイトウの減少を導いたのであろう．
イトウ固有の生物学的な特徴も本種の激減に深く関与
している．すなわち，他のサケ科魚類と比べ成熟年齢が
極端に遅いこと，産卵場である河川最上流まで長距離の

表1．日本におけるイトウ生息の記録が残る河川水系（太字）と主な支流名，またその出典
（1900年代の西暦から19を，また2000年代から20を省略）

【北海道】
阿寒川：上イベシベシ川，舌辛川，阿寒湖（環境庁79，
後藤91）
網走川：チミケップ湖，網走湖（徳井66）
石狩川：千歳川，豊平川，雨竜川，空知川，朱鞠内湖，
金山湖（犬飼38，元田50，疋田56，山代83，後藤91，
江戸07）
卯原内川：能取湖（疋田52，後藤91）
浦士別川：濤沸湖（後藤91）
生花苗川（後藤91）
鬼志別川（山代83，後藤91，江戸07）
遠音別川（秋葉06※）
北見幌別川（後藤91）
釧路川：雪裡川，コッタロ川，オンネナイ川，ポン多和
川，幌路川，屈斜路湖，塘路湖，シラルトロ湖，達古
武沼（岡田・木場36，Okada59，山代65，上野66，針
生 89，後藤 91，Nagasawa & Urawa91，Kaeriyama et
al.92，江戸07）

クトネベツ川（山代83）
声問川：大沼（後藤91，Nagasawa & Urawa91，江戸07）
猿骨川（後藤91，江戸07）
猿払川：狩別川，石炭別川，カムイト沼，モケウニ沼，
ポロ沼（山代 83，後藤 91，Nagasawa & Urawa91，
Fukushima94，01，江戸07）
佐呂間別川：サロマ湖（疋田・柴田64，後藤91）
標津川：武佐川，俣落川，ケネカ川，シュラ川（山代65，

83，木村66，水産庁69）
斜里川：幾品川，猿間川（小宮山82，山代83，建設省

97，森・野本05，江戸07）
朱太川（Okada59）
春別川（木村66，中村83，山代83）
尻別川（疋田56，山代83，後藤91）
茶志骨川：マクベツ川（後藤91）
知来別川（江戸07）

天塩川：サロベツ川，問寒別川，パンケ沼，ペンケ沼
（元田 50，中村 83，山代 83，後藤 91，Nagasawa &

Urawa91，建設省94，98，中野ほか95，江戸07）
当幌川（木村66，水産庁68，71，中村83，山代83）
十勝川：旧途別川（木村66，水産庁69，山代83，後藤

91）
常呂川：トコロホロナイ川（後藤91）
頓別川：トンデン川，ウソタンナイ川，クッチャロ川，
クッチャロ湖（元田50，疋田56，Okada59，後藤91）
西別川：清丸別川（疋田ほか59，山代65，83，木村66，
中村83，後藤91）
西丸別川：茨散沼（環境庁79）
風蓮川：ノコベリベツ川，風連湖（山代 65，83，木村

66，中村83，後藤91，江戸07，北海道防衛局07）
別寒辺牛川：尾幌川，ホマカイ川，トライベツ川，フッ
ポウシ川，西フッポウシ川（水産庁 69-75，後藤 91，
Nagasawa & Urawa91，山代65，83，木村66，石城ほか
75，川村ほか83，札幌防衛施設局06，江戸07）
別当賀川（山代65，83）
ポー川：伊茶仁川（小宮山81，後藤91）
ホロカヤントウ川：ホロカヤントウ沼（江口61）
幌内川：中幌内川（疋田52，疋田56，後藤91）
ポンヤウシュベツ川（後藤91）
増幌川（後藤91，道立水産孵化場95，99）
藻琴川：藻琴湖（環境庁79）
ヤウシュベツ川：ケネヤウシュベツ川（後藤91）
勇知川（後藤91）
湧洞川：湧洞沼（高安・近藤34）
歴舟川（後藤91）
【青森県】
大畑川（山本ほか69）
高瀬川：小川原湖（池田39，青柳57，Okada59）
【岩手県】
閉伊川 (Okada59)

※秋葉 (2006) によると松浦武四郎が実際に現地，遠音別川を訪れたのは1858年のことであり，「・・・チライが多いとい
う」という記述を残している．
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回遊を必要とすること，多回産卵性であること，繁殖期
以外は（直線化など）自然破壊の著しい最下流を主な
生息域とすることなどである．これらの特徴は，劇的に
変化しうる環境下，あるいは著しく人工化された環境下
では，イトウが個体群を存続させる上でいずれも不利な
条件となる．

生息場所の現況

現在のイトウの生息河川は大きく3つに分類できる．
①最も生息数が多い道北地域の河川（天塩川，猿払川
など），②絶滅に至った河川もあるが，まだいくつかの
生息河川が残る道東地域の河川（別寒辺牛川など），③
人為的に陸封された個体群が残るダム湖（貯水池）とそ
の流入河川（石狩川水系雨竜川，空知川など）．この人
為的陸封個体群は，今のところ比較的安定した個体数
を維持できているようである（江戸，2007）．しかし，
他の支流あるいは水系からの個体の加入が全くない閉ざ
された環境下で，いつまで健全な個体群を維持し続けら
れるかは疑問である．
この分類は実は 10年も前のものであるが（小宮山，

1997），今でも状況は大きく変わらない．しかし②のい
くつか道東に残っていたイトウ生息河川の状況は当時に
比べてさらに厳しくなってきている．なかでも近年問題
となったのが，道東の厚岸町，浜中町，別海町にまたが
る陸上自衛隊矢臼別演習場（総面積168 km2）に建設さ
れた，もしくは建設が予定された砂防ダム群である（イ
トウ保護連絡協議会，2007）．防衛施設という一般人の
立ち入りが厳しく制限されたこの演習場の敷地内に，図
らずもイトウの繁殖地が良好な状態のまま保たれてい
た．ところが川幅わずか数mの同じ河川に，1990年代
から，幅200 mにも及ぶ複数の長大な砂防ダムが建設さ
れてしまった．結果的には，上記の協議会をはじめとす
る道民のイトウ保護を求める世論が防衛施設庁（当時）
を動かし，有識者らで構成された委員会の答申によって，
これらのダムのうち1基は，イトウの回遊の障害になら
ないような改良工事（スリット化）が施され，2基の建
設計画が中止された．

保全の取組みと今後の保全施策

イトウは現在，環境省のレッドデータリスト（1999年
版）で絶滅危惧 IB類に，また北海道レッドデータブッ
ク（2001年版）では絶滅危機種に指定されている．こ
れまで国際自然保護連合(IUCN)は一度もイトウをレッド
リストに掲載することはなかったが，2006年，本種を最
も絶滅の危険度が高いとされる Critically Endangered

（CR: 環境省の絶滅危惧 IA類に相当）に指定した（国際
自然保護連合，2007）．この指定は主にロシアのサケ漁
船によるイトウの混獲量の著しい減少をその最大の根拠
としている．ロシア沿海州・ハバロフスク地方では過去
42年間（イトウの約3世代に相当）に98%，またサハリ
ンでは99%も個体数が減少したという試算が出されてい

る．もっとも，90年代以降，混獲されたイトウが剥製業
者などのブラックマーケットへ流れる傾向が強まり，漁
業者から報告される混獲量も年々減少したことが，減少
率を過大評価させているらしい．
北海道は内水面漁業調整規則のもと，特定の淡水魚
類（主にサクラマス）の資源保護を目的として保護水面
を32水系設け，すべての水産動物の捕獲を周年禁じて
いる．これら 32水系のうち 3水系（増幌川，幌内川，
後志利別川）では，1994年ころからイトウの北限および
南限の個体群保護が目的のひとつに定められている．し
かし，増幌川と幌内川でイトウが最後に捕獲されたのは
それぞれ1997年と1956年のことであり，後志利別川で
はイトウが過去に採捕された公的記録すら存在しない．
さらに統計モデルから推定した本種の潜在的な生息分布
から考えても，現在のまま保護水面の管理を継続しても
イトウ資源の回復は望めない（福島・亀山，2006）．

2002年，道内の5つの団体［尻別川の未来を考えるオ
ビラメの会，南富良野町（現，ソラプチ・イトウの会），
朱鞠内湖淡水漁業協同組合，斜里川を考える会，猿払
村商工会青年部（現，猿払イトウの会）］によりイトウ
保護連絡協議会が設立され，現在では会に所属する10

団体が各地でイトウ保護の活動を行っている．北海道の
イトウ生息河川の南限とされる尻別川では，本種の自然
繁殖が絶望視されたことを受け，わずかに残った大型の
親魚を捕獲し，その子孫を残すための採卵，人工授精，
稚魚放流による再導入実験が行われている（平田，2007）．
一方，再導入ならぬ他の水系からの移植放流について
は，イトウが水系ごとに異なる遺伝的組成や生態的特性
を持つことを考えれば当然避けるべきであろう（江戸，
2007）．比較的安定したイトウ個体群が残る道北の猿払
村では，いつまでもイトウの釣れる河川環境を残すため
の活動（産卵期，上流域での釣りの自粛を釣り人に要
請するなど）を行っている．滅多に人目に触れないイト
ウに対し，一般人の予期せぬ河川工事などに敏感に反応
する釣り人の存在は大きい．したがって，イトウ保護の
ためにある程度の釣りの自粛が求められる一方，完全に
釣りを排除することは逆効果である．
北海道（環境生活部環境局自然環境課）は識者によ
る検討委員会を通して，イトウの保護に関する具体案を
現在取りまとめているところである．当委員会ではこれ
までのところ①産卵期の釣りの自粛を釣り人に求める，
②イトウの回遊や移動の障害となる人工工作物には，魚
道の設置や既存する魚道に改良を施し，場合によっては
人工工作物そのものを撤去する，③改変された河川形態
の自然復元につとめる（特に，改変の著しい下流・河口
域の復元は重要課題），④河川流域の河畔林の保護や農
地開発の見直しを慎重に行う，などの必要性を強く訴え
ている．その手始めとして，イトウの産卵期に当たる4

月から5月の期間のイトウ釣りを控えてもらうよう，北
海道は新聞報道などを通じて釣り人に呼びかけたばかり
である．道では，事前に河川管理者サイドにもイトウ保
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護に向けての協力を求めており，河川流域単位で保護す
る姿勢を示している．ただし，自粛を要請した後の監視
体制や自粛効果の評価など，いくつかの課題が残ってお
り，行政と地域の関係者（前述の団体など），また研究
者との連携した取り組みの成否が日本最大の淡水魚であ
るイトウの将来を大きく左右することになるであろう．
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“キリクチ”（紀伊半島のヤマトイワナ）：分断された小

個体群の保全に向けて

“Kirikuchi” charr (Salvelinus leucomaenis japonicus in

the Kii Peninsula): toward practical conservation 

for the small, isolated populations

“キリクチ”は，ヤマトイワナ Salvelinus leucomaenis

japonicus（サケ科サケ目イワナ属）の地域個体群であ
り，紀伊半島の熊野川水系上流域のみに分布している．

キリクチは，日本の他のイワナ個体群から地理的に大き
く隔離されて生息しており，遺伝的にも分化している
(Yamamoto et al., 2004)．また，キリクチは世界最南限の
イワナ属個体群であり，その希少性のみならず，サケ科
魚類の生物地理学・系統分類学において極めて重要な
地域個体群として認識されている (IUCN, 1996)．キリク
チは体色と側線周辺に散在する斑紋が赤みを帯びたオレ
ンジ色であり，吻が相対的に短いという点において，形
態的にも他のイワナ個体群と異なる（細谷，2000）．す
べての個体が河川で一生を過ごす河川残留型であり，成
熟は概ね2歳以降である．繁殖期は10月後半から11月
であり，雌雄ともに複数年にわたって繁殖可能である．
標準体長が300 mmを超えることは稀であり，平均的に
は160–180 mm程度である．

絶滅に瀕するキリクチ

キリクチはかつて熊野川水系の上流域や日高川水系の
上流域に広く分布していたが，特に以下に述べる要因に
よって，過去数十年の間に個体群規模で減少し，現在
では熊野川水系上流の2つの小水域のごく一部の支流に
生息するのみである．このうち1つの水域では，現在の
総生息可能流路長 (9.6 km) が，過去（1980年代）の生
息流路長のおよそ16%にまで減少している．現在，キリ
クチの生息地のすべては，環境省の「日本の重要湿地
500」（環境省，2002）に，一部は奈良県の地域指定天
然記念物に指定されている（奈良県教育委員会，1974）．
また，IUCN (1996) のレッドリストではEN (endangered)，
環境省のレッドデータブック（日本の絶滅のおそれのあ
る野生生物）では，「絶滅のおそれのある地域個体群
(LP)」（田中，2003），そして奈良県版レッドデータブッ
クでは「絶滅寸前種」として掲載されている（佐藤，
2006）．
生息環境の悪化と分断化 渓畔林の大規模な人工林
化とその後の管理放棄，あるいは生息地周辺での林道や
砂防堰堤の建設により，河川に過剰な土砂が流入してお
り，キリクチの生息に重要な淵を大きく減少させている
（名越，1995, 1998;  佐藤ほか，2006参照）．また，砂防
堰堤等によって，現存するすべての個体群は互いに分断
されている．個体群全体の存続可能性に重要と考えられ
る支流個体群間の交流（メタ個体群構造;  Dunham and

Rieman, 1999）はすでに失われている．
放流魚との交雑 遊漁目的で放流されたニッコウイワ
ナS. leucomaenis pluviusとの交雑により，遺伝的に純粋
なキリクチ個体群は近年著しく減少している（佐藤ほか，
未発表データ）．また，遊漁者による滝や堰堤上流への
移殖放流は，わずかに残るキリクチ生息地において，ニ
ッコウイワナとの交雑をさらに促進しているようである．
善意であっても，個人的なイワナの移殖放流は厳に慎ま
なければならない．
密漁を含む乱獲 現存する分断された小さなキリクチ
個体群において，釣獲圧は，その絶滅リスクを大きく高
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める要因である．例えば，キリクチの主要な生息河川の
1つでは，遊漁による大型個体の減少が繁殖参加個体数
の減少を引き起こし，キリクチの再生産を大きく阻害し
ていた（佐藤・渡辺，2004）．このような高い漁獲圧は，
密漁の証拠が発見されている他の禁漁河川のキリクチ個
体群に対しても負の影響を及ぼしている可能性がある．
遺伝的劣化の可能性 主要な2つのキリクチ個体群に
おいて，比較的高頻度 (8.0–17.4%と 3.0–5.8%: 2003–

2005年) で奇形個体が確認され，それらの年間生残率が
正常個体のおよそ半分であることが明らかになっている
(Sato, 2006a)．現存するキリクチ個体群内の遺伝的多様
性は著しく低いことから，生残率の低い奇形個体の出現
は，近交弱勢の影響である可能性が示唆されている
(Sato, 2006a)．

現在までに行われている保全対策と活動

禁漁区の設定 キリクチ生息地の1つでは，上述のよ
うに釣獲圧が大型個体の減少による再生産の阻害を引き
起こしていた（佐藤・渡辺，2004）．調査データをもと
に漁業協同組合と協議が行われた結果，この生息地は
2003年より永年禁漁保護河川に指定されることになっ
た．禁漁後，キリクチの平均体長は増大し，繁殖参加
個体数も増加した．推定生息個体数は，2006年以降，
禁漁前のおよそ2倍の個体数で推移している（佐藤ほか，
未発表データ）．漁業協同組合の禁漁区指定という決断
によって，キリクチの数少ない個体群の1つが漁獲圧か
ら守られている．
生息環境の改善 過剰な土砂の流入による淵の消失
は，近年におけるキリクチの主な減少要因の1つである
（佐藤ほか，2006）．そこで，土砂流入による河床の平坦
化が著しいキリクチ生息河川の1つにおいて，淵の人工
造成による河川環境の局所的回復が試みられている（佐
藤・名越，2005）．淵の造成後，キリクチを含む魚類は
すみやかに淵を利用し始め，それらの淵の大部分は2年
後も機能している (Sato et al., 2008a)．淵の形態と耐久性
の関係，あるいは魚種や生活史段階による淵の選択性に
ついて明らかにすることができれば，人為的な淵造成は，
少なくとも短期的に，キリクチの個体数増大に寄与する
可能性がある．
競争種の試験的除去 キリクチの主要生息河川の1つ

では近年，同所的に生息するアマゴOncorhynchus masou

ishikawaeが水域内で分布を拡大しており，生息場所や
餌資源をめぐる競合（名越，1995, 1998），あるいは稀
に起こる交雑 (Sato et al., 2008b) 等によってキリクチ個
体群を抑制している可能性がある．そこで過去の分布を
回復する目的で，代表的な支流の一部（堰堤上流域の
約 600 m）からアマゴを選択的に取り除くことにより
（下流に放流），キリクチ個体群の反応が追跡されてい
る．その結果，キリクチの淵における捕獲個体数が増加
し，また陸生昆虫（栄養価の高い餌資源）の捕食量が
向上した（佐藤ほか，未発表データ）．これらは，成長

率や生残率への正の効果を介して，調査区間におけるキ
リクチの個体数増大に繋がると期待されている．
密漁対策 キリクチは奈良県の地域指定天然記念物
に指定されているため，指定地域内での遊漁は文化財保
護法違反となる．また，漁業協同組合が定める禁漁区
内での遊漁は遊漁規則違反となる．現在，キリクチ生息
地では，地域の教育委員会，漁業協同組合員，有志の
方々，および著者を含む研究者が中心となって密漁監視
パトロールを行っている．しかしながら，パトロールや
調査中に，時折釣りの痕跡や釣り糸が絡まったキリクチ
が観察されている．2004年には実際に天然記念物指定
地域内で密漁している2人組が発見され，書類送検され
ている．
保全啓発活動 上記のような具体的な保全施策（禁
漁区指定，淵造成，アマゴの試験除去等）は，関連機
関・組織との生息状況に関する情報の共有や保全策の
検討を定期的に行うことによって実現されている．また，
地域の小中学校を中心として，キリクチを主題とした環
境学習が実践されている（佐藤，2005;  佐藤・更谷，
2006a, 2006b）．小中学校での環境学習は，次世代を担
う子供たちに郷土の自然について知ってもらうことに留
まらず，子供たちと保護者の会話を通して，幅広い世代
の情報共有に貢献している（佐藤・更谷，2006a）．

保全への緊急課題

キリクチを長期的に存続させるためには，渓畔林の再
生による餌や倒流木の供給源の確保，および不要な堰堤
の撤去と非在来個体群の除去による生息域の拡大によっ
て，渓畔生態系本来の姿を取り戻す必要がある．しかし
ながら，社会的な合意形成の困難さや技術的な課題のた
めに，そのような方策の実現には時間を要する．キリク
チの生息現状を考慮した場合，緊急課題として，以下
の2点に早急に取り組む必要がある．
危険分散 現存するキリクチ個体群は，互いに交流す
ることがなく，河川勾配の急な河川最上流域に生息して
いるため，突発的な環境撹乱（台風による洪水等）の影
響を受けやすい (Sato, 2006b)．また，それぞれの生息地
は比較的近接しているため，撹乱の影響を同調して受け
る可能性が高く，個体群全体の絶滅リスクが高い状態に
あるといえる．このような状況の中，危険分散のため，
過去の生息地への再導入は早急かつ具体的に検討される
べきだろう．この際，再導入候補地に生息している非在
来個体群の除去，再導入個体の確保，および再導入後
の禁漁保護措置やモニタリング体制の確立は，事前に解
決されるべき主要な課題である．
遺伝的管理 キリクチの保全においては，すでに述べ
てきたような保全策によって，生息個体数を増大させる
ことがまず重要である．一方，現存するキリクチ個体群
内に残されている遺伝的変異を人為的に維持・回復する
ことは，すでに影響が示唆されている近交弱勢 (Sato,

2006a) を緩和する，あるいは将来の環境変動への適応力
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を保持するといった点において，緊急の課題である．こ
のような遺伝的管理の方策として，現在，奇形個体が高
頻度で確認されている流域において，支流内，あるいは
支流間で人為的に個体を交流させることの効果をシミュ
レーションによって評価している（佐藤ほか，未発表デ
ータ）．現在，評価結果をもとに，実施に向けた具体的
な調整を行っている．
以上のように，キリクチの保全においては，いくつか
の具体的な個体群管理がすでに実施され始めており，少
なくとも禁漁区に指定されたキリクチ生息地では，生息
個体数の倍増といった効果が見られている．また，遺伝
的管理や危険分散等，早急に取り組むべき課題も明確
になっている．これらの保全策は，キリクチの短期的な
絶滅リスクを低減する，あるいは将来に取りうる保全策
の選択肢を広げるといった点で成果を挙げることが期待
される．しかしながら究極的な目標である「キリクチの
長期的な存続」という観点からは，残念ながら，それら
の保全策だけでは十分でない．世界最南限のイワナ個体
群であるキリクチは，渓畔林の衰退，河川の分断化，あ
るいは非在来個体群の分布拡大などに伴う渓畔生態系
の劣化とともに，地球温暖化の影響も含めて，その長期
的な存続には悲観的な要素が大きい．このようなキリク
チを取り巻く問題の多くは，日本の渓流魚一般，あるい
は渓畔生態系に共通する問題である．したがって，長期
的な視野に立ち，かつ現実的にそれらの問題の解決に取
り組む今日的意義は大きいはずである．
現在，キリクチの保全において，行政機関，漁業協同
組合，および研究機関が情報を共有して，具体的な方
策を検討し始めていることは上に述べてきたとおりであ
る．また，筆者を含む研究者や地域行政による環境学習
を通して，地域住民との情報の共有を進めていくことは，
保全策の実施に際して特に重要であろう．今後，様々な
立場の人々が関わる中で，渓畔林の再生や河川の連続
性の回復など，失われてしまった渓畔生態系の再生に向
けた取り組みが実現されていくことが強く望まれる．
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Handbook of European freshwater fishes—M. Kottelat and J.

Freyhof. 2007. 646 pp. ISBN 978-2-8399-0298-4. 87 EUR (�19

EUR surface shipping).

本書はKottelatとFreyhofによるヨーロッパ原色淡水魚類図鑑

で，1997年にKottelatが出したEuropean freshwater fishesに続く

ものである．前著は旧ソビエト連邦を除くヨーロッパに生息す

る29科358種を収録したものであるが，本書では調査区域がウ

ラル山脈西域にまで拡大され，必然的に収録数も 37科 579種

（外来種33種を含む）へと増加している．本書は淡水魚の分類

入門ならびに保全の問題の紹介から始まり，各分類群における

種の検索ならびに生物学的情報（形態，生態，分布，保全等）

を記述するという構成で，最近の魚類図鑑によく見られる一般

的なスタイルを踏襲している．ハンドブックというタイトルか

らすると一見，フィールドガイドの様な軽い本を想像しがちで

あるが，646 pというページ数からもわかる様に本書は堂々たる

ボリュームの魚類図鑑である．

本書の特記すべき点は，可能な限り多くの種についてカラー

の生態写真�生息地の写真が収録されている事と全種について

分布地図が付いていることである．この図鑑の執筆に当たり，

筆者らは計24ヶ国に及ぶ9年間の野外採集ならびに博物館等に

おける標本調査を行ったと述べているが，数多くの奇麗な写真

とオリジナルとも言える分布地図を見ると本書の執筆における

著者らの意気込みが感じられる．それとこれは気付いた事であ

るが，本書の出版は前著（Academic Press刊）の様な大手出版

社によるものではなく，自費出版である．何故，Kottelatが主催

している Ichthyological Exploration of Freshwatersの出版元である

Dr. Friedrich Pfeilから出さなかったのかは不思議であるが，もし

かするとページ数，採算性等で出版社と間で話の折り合いが着

かなかったのかもしれない（あくまでも個人的想像）．このため，

本書はページ数が多いこともさる事ながら，日本円換算で約

16,000円（�送料約3,000円）とかなり高額なものとなってい

る．

こう書くとこの本は非の打ち所のない素晴らしい本の様に思

えてくるかもしれないが，実は必ずしもそうではない．私に限

らずこの本を閲覧された方は既にお気づきと思うが，この本で

一番問題と思われるのが種 (species) の取扱いである．1997年の

前著もそうであったが，Kottelatは亜種 (subspecies) を一切認め

ない主義であり，従来の分類において亜種であったものが本書

においては全て種に格上げされ，それぞれ別種とされている．

このため本書においては2000年以降記載された新種が56種（全

体の10%）に達し，Appendixの種名リストにおいては記載者名

にKottelatないしはFreyhofの名前がつくものは37種（全体の

6%）もある．この理由として，筆者らはイントロで彼らが支持

する種とはESC (evolutionary species concept) であり，BSC (bio-

logical species concept) は遠い昔に破棄された概念であると述べ

ている．ESCは種を歴史的かつ空間的な独自性を持つ集合体と

定義するもので，概念的に漠然としており実用性に欠くという

欠点がある (Avise, 2004)．なお，Kottelatは1997年の前著では

ESCではなくPSC (phylogenetic species concept) の支持を表明し

ているのだが，私が察するにどうもKottelatとFreyhofの意図す

る種とはCracraft (1983) が言っている “the smallest diagnosable

cluster of individual organisms within which there is a parental pat-

tern of ancestry and descent” の様である．要するに彼らにとって

の種とは1つの表現型を共有する集合体であり，cline等の地理

的変異は一切認めない，即ち亜種という概念は存在しないとい

う事である．種概念については20世紀後半における cladistと

evolutionarist間の大論争は言うに及ばず，未だに研究者間で統

一見解が存在しないのは紛れもない事実であるが (Coyne and

Orr, 2004)，極端なまでの種数の増加に見られる本著における種

の扱いは如何なものかと思う．PSCとBSCに共通する最大の欠

点は，生物分類という具体的作業において種の認識の客観的基

準に欠けることであり，Avise (2004) はその解決策として複数の

遺伝子を用いた分子系統樹におけるgenealogical concordanceの

探索を提案している．ちなみにこの著者らが用いている分類学

的手法はほとんどがリンネ流の形態情報だけに基づくものであ

ることから，シノニム，単系統性の問題も含め，将来的には分

子生物学的手法等により精査を行う必要が必然的に出てくるも

のと思われる．

ESU (evolutionary significant unit) は今日，希少種問題におい

てよく出てくる言葉であるが，このESUを生物分類のどのカテ

ゴリーに当てはめるかについては，先程の種概念と同じく研究

者間で若干，見解が異なっている．ちなみにこの本の著者らは

生物分類の最小単位を種とする事から，種�ESUであると述べ

ている．ESUは本来の定義では特定の分類学的カテゴリーに限

定される物ではなく，場合によっては集団単位でも適用可能な

自由度の高いものである (Ryder, 1986)．しかしながら，集団，

亜種という肩書きでは身分が低く，行政から自然保護のお墨付

きをもらうにはインパクトが弱いという危惧と一般大衆へのア

ピール性に欠けるという認識からか，近年，哺乳類を初めとす

る多くの分類群において亜種の種への格上げが頻繁に行われて

いる．この著者らもこの風潮に従っているようで，種としての

格付けは希少種の身分保障において必須であると述べている．

これはあくまでも私見であるが，生物学の研究対象が生物であ

る以上，研究対象種の保護が研究よりも優先されるのは当然で

あるが，生物学的理由もなく保護の目的だけのために種への格

上げが行われる事に対してはかなりの疑問を感じる．自然保護

において政治と生物学の分離は実質的に不可能である事から，

こうした事態が生じているのだと思うが，学問的に見た場合，

こうした傾向は過去の先人達の努力により蓄積されてきた研究

成果を少なからず損なっている危険性を孕んではいないだろう

か．Kottelatはご存じの通り，ヨーロッパだけでなく東南アジア

の淡水魚についても本著と同様な作業を精力的に行っており，

こうした活動は自然保護においては評価されるのかもしれない

が，生物学において本当に評価されるのかという疑問は残る．

他に気付いた点として，若干のタイプミス，引用文献の間違
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泳ぐDNA．―猿渡敏郎（編著）．2007．東海大学出版会，秦

野．297 pp. ISBN978-4-486-01758-5. 3,500円（税別）．分子生

物学的な手法が割と身近になってすでに久しい感もあるが，

実際の研究現場でどのように利用されているかを一般人や異

分野の研究者が知る機会はまだそう多くない．本書はDNAの

利用方法を概観した一冊である．タイトルから連想されると

おり，水生動物と水産食品を扱った研究の実例をオムニバス

形式で紹介している．全体で12章からなり，アコヤガイ類の

分散経路，造礁サンゴ類の集団遺伝，カニ類の種判別，イセ

エビ類幼生の食性，稚イカ類の分類，カレイ類の左右性の起

源，シラウオ類の系統，ノトテニア類の進化，ペンギン類の

分類・保全，ちりめんじゃこの同定と実に多様である．本書

は2004年12月1日に横浜で開催された日本DNA多型学会の

シンポジウム「DNAが語る水生生物の進化―発生，系統，生

態―」での講演がもとになっているが，次の2つの章は本書

のために新たに書き加えられたものである．第11章の「その

同定は正しいか？　DNA研究の意外な落とし穴　標本の保存

はサイエンスの命綱」は，研究に使用した標本を同定の証拠

として適切な方法で未来に残すべきという趣旨で，研究姿勢

を問う点で貴重である．また12章の「水生生物の遺伝的多様

性の保全」は，保全生物学で使用される遺伝学関連の専門用

語をわかりやすく説明し，水生動物での実例を挙げながら，

保全のあり方についての要点を明瞭に示している．日進月歩

というよりも秒進分歩という新造語のほうがふさわしい分子

生物学の世界で，近い将来にこれらの研究がどのように発展

するか注目するのも楽しいと思う． （篠原現人）

海のふしぎ「カルタ」読本．―高田浩二（著）／萩原洋子（絵）．

2007．東海大学出版会，秦野．108 pp. ISBN978-4-486-01778-

3C1045．2,100円（税別）．「ふぐをくうときゃ かくごせよ

どく，はり，よろい てごわいぞ」にトラフグ，ハリセンボ

ン，ハコフグにおびえる女性のイラスト．本書は新聞紙面に

連載された「海の不思議かるた」をまとめたもので，「あ」で

始まり「ん」で終わるカルタと，とりあげられた海洋生物の

短い解説文からなる．カルタのイラストはカラーで，なかな

か洒脱である．帯に「子供から大人まで楽しめる」とあるが，

この言葉にいつわりはない．わたしも本書から意外なマメ知

識を結構仕入れた．博識をほこる会員のみなさま，本書に挑

戦されてみてはいかがでしょう． （佐々木邦夫）

鯰―イメージとその素顔―．―川那部浩哉（監修）／前畑政

善・宮本真二（編）． 2008．八坂書房，東京． 260 pp.

ISBN978-489694-904-9. 2,000円（税別）．本書は琵琶湖博物

館の企画展「鯰―魚がむすぶ琵琶湖と田んぼ」を基礎に編ま

れた一冊である．人文系から自然科学系までの幅広い分野を

カバーする12名の執筆者の顔ぶれからもうかがえるように，
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い等が挙げられる．それと私の希望として，学名の変遷とシノ

ニムリストは付けて欲しかった．形態の類似だけで種が把握で

きるという発想は，それこそこの著者らのBSCに対するコメン

トではないが，“遠い昔に破棄されたもの”と私はこれまで思っ

ていた．しかしながら，21世紀にもなって“18世紀の分類学の

復活”とも言える様な方法論(？)で書かれた著作が出てくるの

は，正直言って驚きである（実際，この本において復活した学

名も多い）．近年，ヨーロッパの淡水魚を扱った論文を見ると分

類学に限らずKottelatの分類に従ったものも少なくなく，Fish-

Baseなどにおいても同様の傾向が見受けられる．今回，本書が

出たお陰で一段とこの風潮に拍車がかかる事は十分に予想され

るが，これでいいのかと思うのは果たして私だけであろうか（先

日の魚類学会のシンポで，ヨーロッパから来た研究者達に聞い

てみたところ，全員既に購入済みでgood bookとの返事であっ

た）．

ここまで書くと，本著の購入を考えられている方は悩まれる

と思う（値段も決して安くないし）．購入を検討するに当たって

のアドバイスとして，書いてある内容の真偽（特に学名関係）

はどうであれ，本著はヨーロッパの淡水魚の分類についての総

説である事から，ヨーロッパ産淡水魚に関係した仕事をされて

いる方は分類学者に限らず購入せざるを得ないと思う．ただ単

にヨーロッパの淡水魚類図鑑が欲しいのであれば，他に安価な

ものはインターネットを探せば幾つか出ているので，そちらを

選択された方が賢明である．最後に，本著は自費出版のため書

店経由での入手は不可能であり，購入を希望される方は，直接，

著者まで申し込む必用がある．（問い合わせ先：Publications

Kottekat, P. O. Box 57, CH-2952 Cornol, Switzerland. e-mail: publi-

cations_kottekat@bluewin.ch.）
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新知見紹介

2001年–2006年に琵琶湖の堅田内湖で見られた

優占魚種の置き換わり

Replacement of dominant fish species from 2001 

through 2006 in a satellite lake, Katata Naiko, 

of Lake Biwa

琵琶湖の沿岸帯に形成される内湖では，かつて豊かで
多様な魚類相が形成されていた（琵琶湖生物資源調査
団，1966）．しかし現在では，ブルーギルやオオクチバ
スなどの北アメリカ産外来種が優占し，生物多様性の喪
失が進行している（太田，2005）．一般に，生態系の劣
化には，外来魚の侵入と増加が深く関与しているといわ
れるが，国内においてブルーギルとオオクチバスの個体
数増加に伴う生物相の変遷過程を，定量的に，かつ長
期にわたって継続的に記録した例はほとんどない．著者
らが琵琶湖の堅田内湖において5ヵ年（2001年–2006年）
にわたって実施してきた定量採集調査の結果は，これら
2種の生態系に及ぼす影響が急速かつ甚大であることを
改めて示した（鈴木ほか，2007;  中川・鈴木，2007）．
方法と結果の詳細は原著に譲り，ここではその概略を紹
介する．
図 1に各年度に得られた魚類の個体数組成を示す．

2001調査年では，フナ属魚類，モツゴ，タイリクバラタ
ナゴが優占種上位3種類であり，全採集個体数の83.3%

を占めた．ブルーギルとオオクチバスの個体数の割合は
少なく，あわせて3.9%にとどまった．2002調査年では，
2001調査年と同様にフナ属魚類，タイリクバラタナゴ，
モツゴが優占種上位 3種類であり，全採集個体数の
84.3%を占めた．ブルーギルとオオクチバスの個体数の
割合は依然として少なく，それぞれ3.7%と0.7%であっ
た．
ところが，2003年調査年には，北アメリカ産外来種2

種がやや増加傾向を見せ，2004調査年には，優占種が
既存の魚種から北アメリカ産外来種へと大きく入れ替わ
った．すなわち，2003調査年から2004調査年にかけ，
それまで最優占種であった在来種であるフナ属魚類，モ

ツゴ，外来種タイリクバラタナゴの個体数の割合が，そ
れぞれ52.0%→18.0%, 12.8%→0.0%, 4.1%→0.5%へと激
減した．一方，ブルーギルとオオクチバスの個体数の割
合は，2003調査年から2004調査年にかけて，それぞれ
11.5%→59.6%, 4.7%→9.3%へと増加し，特に前者は著
しい増加を示した．2005調査年には，これら外来種2種
の個体数割合がさらに高い値を示した（図1）．
これら結果は，北アメリカ産外来種2種が急増するこ

とによって，内湖のような閉鎖性の高い小水域では，魚
類相がきわめて短期間のうちに大きく置き換わることを
示している．なお，2003年から2004年にかけて観察さ
れた北アメリカ産外来種2種の増加に伴って，フナ属魚
類，タイリクバラタナゴおよびモツゴが減少した現象
（図1）は，1996年から1997年の宮城県伊豆沼・内沼で
見られたオオクチバスの増加に伴ってタナゴ類やモツゴ
などの在来魚が激減した現象と酷似する（高橋，2006）．
さらに，本調査水域では北アメリカ産外来種2種の増加
と同調的に，外来植物のボタンウキクサが急増したのが
観察されているが（中川，2005），このような同調した
現象は，大阪府淀川ワンド群で知られている事例（持
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様々な話題がナマズ（類）を軸に展開され，ある種チャンプ

ルー（ごちゃまぜ）な魅力を醸しだしている．さし絵には江

戸時代の「鯰絵」も，とてもおかたい「頭蓋骨」も登場する．

それにしても，人間のなりわいにしっかり居座る水辺の住人

「鯰」の実力には脱帽の思いである． （佐々木邦夫）

会員通信・News & Comments

図 1．堅田内湖における調査年度別の魚類の個体数組
成．1，2001調査年（2001年8月–2002年8月，112調
査日）；2，2002調査年（2002年9月–2003年7月，22
調査日）；3，2003調査年（2003年11月–2004年7月，
15調査日）；4，2004調査年（2004年11月–2005年6月，
15調査日）；5，2005調査年（2005年11月–2006年7月，
15調査日）．研究デザインと在来種資源保護の都合上，
各調査年での調査頻度は異なるが，2003–2005調査年に
おける個体数組成はデータ修正をすることなく，そのま
ま比較できる．鈴木ほか (2007) を改変．
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田・三浦，2001）と類似する．魚食性の種がその餌生
物の生息密度と体サイズ組成に大きな影響を及ぼす事例
は広く知られているが，その影響が水草やプランクトン
にまで波及する例も知られている（林，2002）．以上の
ことから，北アメリカ産外来種2種の増殖は，わが国で
広範に既存の生態系を置き換えてきたものと推測され，
その強力なトップダウン効果は，魚類のみならず魚類以
外の水生生物相にも影響が及ぼしている可能性が疑われ
る．
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ハナメイワシ科魚類オチバハナメイワシ（新称）

の日本から2番目の記録

Second Japanese record of a platytroctid fish, 

Maulisia acuticeps Sazonov, 1976

ハナメイワシ科マウルイワシ属のMaulisia acuticeps

は，Sazonov (1976a) によってペルー沖産の2標本と日本
産の1標本に基づき，新種として記載された．その後，
本種は南大西洋，オーストラリア東方沖，ベーリング海
の中深層から報告されている (Balanov, 1992; Sazonov et

al., 1993; Mecklenburg et al., 2002)．しかし，原記載以降，
日本周辺海域から本種が得られた記録はなく，また標準
和名も与えられていなかった．
今回，2004年 2月に東北区水産研究所が行った東北
沖から北海道東沖にかけての中深層性マイクロネクトン
調査で得られたサンプル群を精査した結果，M. acuticeps

の1標本を得た．これは標本に基づく日本から2番目の
記録となり，ここに報告するとともに，新たな標準和名
を提唱する．
計数・計測方法は，Matsui and Rosenblatt (1987) に従
い，脊椎骨の計数には軟X線写真を使用した．本研究
で観察した標本は10%ホルマリンで固定された後，70%

エタノールに移され，鹿児島大学総合研究博物館
(KAUM: Kagoshima University Museum) に保管されてい
る．

Maulisia acuticeps Sazonov, 1976

オチバハナメイワシ（新称）

（図1）

観察標本 KAUM-I.7210，1個体，標準体長83.5 mm，
宮城県沖 (38°01�N, 147°20�E)，曳網水深 1000–1500 m，
2004年2月12日，4 m2モクネスネット，若鷹丸．
計数・計測結果 背鰭鰭条数19，臀鰭鰭条数17，胸
鰭鰭条数 15，腹鰭鰭条数 8，鰓耙数 8�20，脊椎骨数
23�20，縦列鱗数92，横列鱗数26，背鰭中央部の直下
から体側中央線までの横列鱗数13，幽門垂数8．
各部位の測定値における体長比（標準体長に対する%

値）：頭長35.9; 胸鰭基部における体高16.4; 腹鰭基部に
おける体高13.4;  胸鰭基部における体幅5.5;  背鰭前長
61.6；肛門前長62.2;  腹鰭前長56.4;  背鰭基底長20.8;  臀
鰭基底長19.0;  尾柄高7.5;  尾柄長17.0;  眼径9.5;  両眼
間隔9.0;  吻長10.8;  上顎長19.9;（胸鰭長と腹鰭長はと
もに破損のため測定不能）．
備考 今回観察した標本は，M. acuticepsの原記載や

(Sazonov, 1976a)，その他の本種に関する研究で示された
発光器と肩部孔の欠如，縦列鱗数と横列鱗数，鰓蓋部
上端が眼窩上縁のほぼ後方に位置するなどの形態的特徴
とほぼ一致した (Matsui and Rosenblatt, 1987; Balanov,

1992; Mecklenburg et al., 2002)．しかし，計測形質にお
いては，Sazonov et al. (1993) の示した眼径（標準体長の
6.1–8.1%）と上顎長 (16.7–17.7%) の範囲を超えており，

図 1．オチバハナメイワシMaulisia acuticeps（KAUM-I.
7210，標準体長83.5 mm）．
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一方で胸鰭基部における体高 (19.8–23.2%) はその範囲
よりも低い値になった．また，これまでM. acuticepsの
体色は，ホルマリン固定標本において，体は一様に黒褐
色とされていたが (Matsui and Rosenblatt, 1987; Sazonov

et al., 1993)，今回観察した標本は，ホルマリン固定後で
頭部と肩部の小管のみが黒褐色で，腹部と尾部は淡褐
色であった（図1）．この眼径，上顎長，体高の測定値
と体色について，同属種のマウルイワシM. mauli Parr,

1960では，未成熟個体から成熟個体の間で成長に伴っ
て変化することが詳しく議論されている (Parr, 1960)．今
回観察したM. acuticepsの標本（標準体長 83.5 mm）に
ついても，解剖の結果，未成熟個体であったのに対し，
過去に調査された本種の標本（標準体長177–255 mm）
は成熟個体であったことから，本研究と過去の知見との
計測形質の値と体色の相違は成長段階による種内変異
と判断した．

Maulisia acuticepsは，マウルイワシ属のなかで発光器
と肩部孔をもたないAphanichthys亜属の1種で，その他
の本亜属種のショウリンハナメイワシM. microlepis

Sazonov and Golovan, 1976， と M. issacsi Matsui and

Rosenblatt, 1987とは，背鰭鰭条数が 18–22（vs.ショウ
リンハナメイワシは17–21，M. isaacsiは16），鰓耙数が
8–9�20–22 (vs. 8–9�20–22, 7�19)，縦列鱗数が90–100

(vs. 112–125, 80)，背鰭中央部の直下から体側中央線ま
での横列鱗数が13–16 (vs. 14–19, 11–12)，鰓蓋上端が眼
窩上縁のほぼ後方に位置する（vs.眼窩上縁のほぼ後方，
眼の中央部の後方）という形質の組み合わせにより識別
される (Sazonov, 1976b; Matsui and Rosenblatt, 1979, 1987;

Sazonov et al., 1993)．一方，発光器と肩部孔をもつ
Maulisia亜属にはマウルイワシM. mauliとクズボシハナ
メイワシM. argipalla Matsui and Rosenblatt, 1979の2種が
知られており，マウルイワシ属は上記の2亜属5種によ
って構成されている (Matsui and Rosenblatt, 1987)．これ
らのなかでクズボシハナメイワシと今回得られたM. acu-

ticepsの2種が東北沖から採集されており，さらにその他
の日本周辺海域から報告されている本科魚類を含める
と，日本産ハナメイワシ科魚類は4属5種となる（中坊，
2000;  岡本ほか，2007）．

Maulisia acuticepsの原記載において，日本産の1標本
はその採集地点が日本の東沖としか記されておらず
(Sazonov, 1976a)，経緯度などの詳細な採集データは不明
である．しかし，その後，出版された論文では，本種の
分布域として東北沖付近が図示されており (Sazonov,

1976b; Sazonov et al., 1993)，原記載の1標本は今回得ら
れた標本の採集地点と近い海域から採集されたと推測さ
れる．このように本種はSazonovらによって日本周辺海
域に生息することが示唆され，また多くの海外の研究者
によってその見解は踏襲されてきたが (Matsui and Rosen-

blatt, 1987; Balanov, 1992; Mecklenburg et al., 2002)，我が
国においては日本産魚類として認識されておらず，和名
も与えられていなかった．よって，本種の細長く尖った

頭部と側扁した体形,および体色にちなみ「オチバハナメ
イワシ」の標準和名を提唱する．
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キホウボウ科ナンヨウキホウボウの種名

A species name for a peristediid fish having a

Japanese name, “Nanyou-kihoubou”

本報告では，日本産キホウボウ科魚類のナンヨウキホ
ウボウの種名について再検討を行った．計数および計測
方法はKawai et al. (2004) に従った．本報告で観察した
標本は高知大学理学部 (BSKU)，北海道大学総合博物館
(HUMZ)，国立科学博物館 (NSMT) および米国スミソニ
アン協会 (USNM) に所蔵されている．
ナンヨウキホウボウの種名は，蒲原 (1952) が

Satyrichthys hians (Gilbert and Cramer, 1897)を用いて以降，
多くの研究者がこの種名を用いている（松原，1955;  

落合・矢頭，1984;  矢頭，1997;  山田，2000など）．一
方，矢頭 (1985) は，吻突起の形状，髭数および髭の状
態からナンヨウキホウボウの種名はS. hiansではなく，
Nemaperistedion orientale Fowler, 1938であると指摘した．
しかし，タイプ標本との比較が無かったためか，現在ナ
ンヨウキホウボウの種小名にorientaleを用いる研究者は
いない．Kawai (2008) は系統類縁関係を基にキホウボウ
科の属の再定義を行い，両種はヒゲキホウボウ属Scali-

cusに含まれることを明らかにした．今回，ナンヨウキ
ホウボウの標本をS. orientalisのホロタイプとS. hiansの
レクトタイプと比較した結果，ナンヨウキホウボウは吻
突起が長三角形状，髭数が5–6�3，最長髭から分枝す
る小髭が幅広い皮膜を備える，および最長髭が肛門を越
えるなどで，S. orientalisのホロタイプとよく一致した．
また，従来のナンヨウキホウボウの記載または写真も，
吻突起は長三角形状であることで，S. orientalisのホロタ
イプの特徴と一致した（蒲原，1952;  松原，1955;  落
合・矢頭，1984;  矢頭，1985，1997;  山田，2000）．一
方，S. hiansのレクトタイプは，吻突起が正三角形状，
髭数が6–7�3，最長髭から分枝する小髭が幅広い皮膜
を備えない，および最長髭が肛門に達しないなどで，明
らかにナンヨウキホウボウとは異なる．よって，ナンヨ
ウキホウボウの種名はScalicus orientalisとすることが適
当である．
観察標本 Scalicus hians：USNM 47730，レクトタイ
プ，標準体長 154.7 mm，ハワイ (21°12�N, 157°49�W)，
水深 539 m，1891年 12月 4日．ナンヨウキホウボウ
Scalicus orientalis: USNM 98876，ホロタイプ，標準体長
146.1 mm，インドネシア (0°16�30�N, 127°30�00�E)，水深
497 m，1909年11月29日；BSKU 353, 363，2個体，標

準体長 90.1, 91.2 mm，高知市御畳瀬漁港，1951年 4月
11日；BSKU 1608, 1609，2個体，標準体長 78.6, 90.3

mm，高知市御畳瀬漁港， 1952年 1月 24日； BSKU

29746， 1個体，標準体長 175.4 mm，沖縄舟状海盆
(25°59.0�N, 125°51.0�E)，水深 430 m， 1979年 10月 10

日；BSKU 40991，1個体，標準体長 70.5 mm，高知市
御畳瀬漁港，水深約 250 m，1985年 2月 26日；BSKU

41027，1個体，標準体長81.5 mm，高知市御畳瀬魚港，
1985年 3月 13日； BSKU 43322， 1個体，標準体長
121.8 mm，高知市御畳瀬漁港，1986年 10月 18日；
BSKU 58515, 58516，2個体，標準体長 84.7, 84.8 mm，
高知市御畳瀬漁港，2001年 12月 10日；BSKU 62260，
1個体，標準体長87.0 mm，高知市御畳瀬漁港，2003年
1月 13日；HUMZ 39019，1個体，標準体長 81.2 mm，
高知市御畳瀬漁港，1974年3月2日；NSMT-P 69577，1

個体，標準体長 138.5 mm，東シナ海 (30°29.0�N，
127°56.9�Eから 30°27.5�N，127°56.7�E)，水深 399 m，
2003年11月6日，篠原現人採集．
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ヒイラギ科魚類各属の標準和名

Standard Japanese names for the six leiognathid genera

スズキ亜目ヒイラギ科魚類は，1970年代以降最近ま
でコバンヒイラギ属Gazza，ヒイラギ属（以降，旧ヒイ
ラギ属と呼ぶ）Leiognathusおよびウケグチヒイラギ属
Secutorの3属から構成されると考えられてきた (James,

1978, 1984; Jones, 1985; Woodland et al., 2001)．このうち，
コバンヒイラギ属とウケグチヒイラギ属はともに属内の
分類学的再検討がほぼ終了し (Mochizuki and Hayashi,

1989; Yamashita et al., 1998; Kimura et al., 2000; Yamashita

and Kimura, 2001)，これらの属の有効性と和名に問題は
ない．これに対し，旧ヒイラギ属は60以上の名義種を
含む巨大な分類群で，形態的多様性も高く，未だ全体
的な分類学的整理は終了していない．
一方20世紀初頭には，旧ヒイラギ属の細分化が行わ
れ，Fowler (1904) はEquulitesとEubleekeriaの2亜属を創
設し，その後さらに 1亜属 Aurigequulaを創設した
(Fowler, 1918)．Whitley (1932) はこれらの3亜属を属に
昇格させ，これらにコバンヒイラギ属，ウケグチヒイラ
ギ属，Argylepes, EquulaおよびLeiognathusを加えるとと
もに，MacilentichthysとEubleekeria内の亜属Nuchequula

を創設して，ヒイラギ科を9属1亜属に分類した．しか
し，その後の研究者はコバンヒイラギ属，ウケグチヒイ
ラギ属，旧ヒイラギ属のみを認め，これら以外の属や亜
属を有効な分類群として扱った研究はほとんどない．
今世紀に入り，再び旧ヒイラギ属の細分化が行われ，

Kimura et al. (2003, 2005) は旧ヒイラギ属に含まれる各種
を形態的に類似した種群に分け，L. aureus種群と L.

splendens種群の分類学的再検討を行った．一方Sparks

et al. (2005) は，雄の発光器と関連した体側無色素域の
形状や分子系統情報に基づいて，PhotopectoralisとPho-

toplagiosの 2属を創設した．さらに Chakrabarty and

Sparks (2007) およびKimura et al. (2008a) はNuchequula

を亜属から属に昇格させた．また，Kimura et al. (2008b)

はEubleekeriaを有効属と認め，Kimura et al. (2008c) で
はPhotoplagiosをEquulitesの新参シノニムとした．この
結果，旧ヒイラギ属は現在Eubleekeria, Equulites, Leio-

gnathus, Nuchequulaおよび Photopectoralisの 5属に分け
られることになる．これら5属にはそれぞれ日本産種が

含まれることから，今後の混乱を避けるために，これら
の属の標準和名を提唱すべきであると考えた．さらにヒ
イ ラ ギ Nuchequula nuchalisは Leiognathusで は な く
Nuchequulaに属することが明らかになったことから
(Chakrabarty and Sparks, 2007; Kimura et al., 2008a)，今後
はLeiognathusを「ヒイラギ属」と呼ぶのは不適当である．
以上のような状況から，本文においてイトヒキヒイラ
ギ属Equulites，タイワンヒイラギ属Eubleekeria，セイタ
カヒイラギ属Leiognathus，およびキビレヒイラギ属Pho-

topectoralisの新和名を提唱するとともに，Nuchequulaに
対してヒイラギ属という和名を用いることを提案する．
なお現在までに知られている日本産ヒイラギ科魚類の属
と種は以下のように整理される．
イトヒキヒイラギ属（新称）Equulites．タイプ種はL.

vermiculatus［Equulites leusiscus（標準和名イトヒキヒイ
ラギ）の新参シノニム（Jones, 1985; Sparks, 2006;  木村，
未発表データ）］．日本産種はイトヒキヒイラギ，ヒメヒ
イラギEquulites elongatusおよびオキヒイラギEquulites

ribulatusの3種が含まれる．
タイワンヒイラギ属（新称）Eubleekeria．タイプ種は

Equula splendens．日本産種はタイワンヒイラギ
Eubleekeria splendensのみである．
コバンヒイラギ属Gazza．タイプ種はG. equulaeformis

［G. minuta（標準和名コバンヒイラギ）の新参シノニム
(Yamashita et al., 1998)］．本邦産本属魚類はオオメコバ
ンヒイラギG. achlamys，コバンヒイラギおよびヒシコバ
ンヒイラギG. rhombeaの3種が知られている．
セイタカヒイラギ属（新称）Leiognathus．タイプ種は

L. argenteusで，属の和名は本タイプ種がL. equulus（標
準和名セイタカヒイラギ）の新参シノニムであること
（Fricke, 1999;  木村，未発表データ）から提唱した．現
在のところ本属に含まれる本邦産種はセイタカヒイラギ
とシマヒイラギL. fasciatusの2種である．
ヒイラギ属（新定義）Nuchequula．タイプ種は

Equula blochii．本タイプ種は日本に分布せず，本邦産本
属魚類はヒイラギのみである．このため，多少の混乱が
生じる可能性を否定できないものの，本属に対してヒイ
ラギ属という標準和名を用いることが妥当であると考え
た．
キビレヒイラギ属（新称）Photopectoralis．タイプ種
はキビレヒイラギP. aureus．本属の日本産種はキビレヒ
イラギとネッタイヒイラギP. bindusの2種である．
ウケグチヒイラギ属 Secu tor．タイプ種は Zeus  

insidiator．本邦からは現在のところヤンバルウケグチヒ
イラギS. megalolepisのみが知られている．
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国立科学博物館開館130年記念　魚類の系統と

多様性に関する国際シンポジウム

Commemoration of the 130th Anniversary of 

the National Museum of Nature and Science 

International Symposium on Systematics 

and Diversity of Fishes

表記のシンポジウムが上野の国立科学博物館で2008

年3月3–4日に魚類学会と国立科学博物館（科博）の共
催によって実施された．参加者は124名で，その内訳は
招待講演者23名（海外から16名，国内7名），彼らの同
伴者8名，一般参加者が93名であった．一般参加者に
よるポスター発表は46題であった．国内外の研究者の
招聘の費用，会場設営やレセプションの企画は科博が担
当し，プログラム作成とシンポジウムの運営を魚類学会
が受け持った．組織委員会は科博の松浦啓一氏（委員
長，前魚類学会会長），東京大学海洋研究所（海洋研）
の西田　睦氏（副委員長，現魚類学会会長），海洋研の
馬渕浩司，昆　健志，佐藤　崇の 3氏と科博の篠原
（筆者）であった．
シンポジウム初日の3月3日は9時から一般参加者の

受付を開始し，懐かしい顔が多数混じった海外招待研究
者もこの時間に姿を現した．定刻どおり9時30分からシ
ンポジウムが始まり，魚類学会を代表して西田会長が開
会の挨拶を述べ，続いて「生物地理に関するセッショ
ン」がおこなわれた．このセッションでは生態，魚類相，
回遊といった多岐にわたる話題が5題発表された．座長
は前半の3題をAustralian MuseumのJeffrey M. Leis氏が，
後半 2題を筆者が務めた．最初にDavid R. Bellwood氏
(James Cook University) が，グレートバリアリーフに生
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息する魚類の生態を紹介しながら，生態系全体からみた
個別の魚たちの役割，特に小型ハゼ類の早い成長率等に
注目しながらその役割の重要性について紹介した (A tale

of two fishes: Unseen and unsung heroes on the Great Bar-

rier Reef—Lessons we can learn from gobies and batfishes).

Martin F. Gomon氏 (Museum Victoria) はオーストラリア
沿岸から大陸棚斜面までの生物多様性や資源利用に関
するプロジェクト研究について発表した (Inferring multi-

scale habitat distributions from species ranges—An Aus-

tralian perspective)．益田玲爾氏（京都大学舞鶴水産実
験所）は，若狭湾の魚類相の経時変化について報告し，
30年前との違いを日本海の水温上昇との関連で説明し
た (Seasonal and interannual variation of subtidal fish assem-

blages in Wakasa Bay revealed by underwater visual census

with reference to the warming trend in the Sea of Japan)．
コーヒーブレイクをはさみ，松浦啓一氏（科博）は水
中写真データベースを活用して，黒潮と沿岸性魚類相成
立との関係について発表した (Zoogeographical role of the

Kuroshio Current: Transportation system and barrier for

coastal fishes of southern Japan)．塚本勝巳氏（海洋研）
はウナギ類の産卵に関する「海山説」や「新月説」，さ
らに回遊メカニズムや進化パターンについて概説した
(Migratory behavior has driven the evolution in anguillid

eels)．

午後は「多様性と分類に関するセッション」がおこな
われ，ハゼ亜目に関する話題が5題発表された．このセ
ッションの座長は前半 3題を筆者が，後半 2題をAus-

tralian MuseumのDouglass F. Hoese氏が務めた．セッシ
ョンの最初から天皇陛下がご出席された．Richard Win-

terbottom氏 (Royal Ontario Museum) はベニハゼ属の分類
と生態を紹介し，生物の進化的解釈にフィードバック出
来る新しい材料の宝庫であることを紹介した (Ask not

what evolution can do for Trimma—Ask what Trimma can

do for evolution). Naomi Delventhal氏 (University of Mani-

toba) はハゼ類の系統分類の現状と問題点についてイサ
ゴハゼ属を中心に紹介した (Gobioid genera need re-exam-

ination: A case study of Gobiopsis). Douglass Hoese氏はウ
ロハゼ属の分類を分布域との関係で見直す必要性を示唆
した (Radiation of Glossogobius in freshwaters of the Indo-

west Pacific)．
コーヒーブレイクの後，Helen K. Larson氏 (Museum

and Art Gallery of Northern Territory) が現在取り組んでい
るハゼ科Redigobius属の系統分類の進捗状況を紹介した
(The goby genus Redigobius and its relationships—A work

in progress)．Christine Thacker氏 (Natural History Museum

of Los Angeles County) はハゼ亜目の分子系統樹を用い，
形態や生態に見られる種多様性の増大が進化の複数の段
階で獲得されたものであると発表した (Phylogenetics of

招待講演者たちとの記念撮影．前列左から，Christine Thacker，Paula Mabee，Lynne Parenti，Helen Lar-
son，Dianne Bray（Gomon夫人），Judith Mank，Naomi Delventhal，Richard Mayden．2列目左から松浦啓
一，上野輝彌（名誉会員），今村　央，John Paxton，Ralf Britz，西田　睦，宮　正樹，瀬能　宏，益田
玲爾，Randall Mooi．3列目左から篠原現人（筆者），Wm. Leo Smith，Jeffrey Leis，Richard Winterbot-
tom，G. David Johnson，Douglass Hoese，Martin Gomon，David Bellwood（敬称略）．石森博雄氏撮影，
2008年3月4日．
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the gobioid fishes: Diversity, taxonomy, and ecology)．
このセッションの後，17時5分からポスターセッショ
ンが始まった．その中で本村浩之氏（鹿児島大学総合
博物館）によるカンボジアの淡水魚類相に関する発表
(Freshwater fish diversity in Cambodia) と矢部　衛氏（北
海道大学大学院）によるカサゴ目の所属不明種に関する
発表 (A peculiar fish collected from southern Okhotsk Sea

off the Shiretoko Peninsula: Is it a new family?) を含む数題
の発表を天皇陛下もご覧になられた．18時15分からポ
スター会場に隣接する中央ホールでレセプションが始ま
り，参加者が談笑しながら研究上の情報交換を行い，20

時に終了した．
3月4日は好天で気持の良い1日だった．9時から「進

化と体系学に関するセッション」が始まり，6題の形質
進化や系統推定に関する研究が発表された．座長は前半
の3題をAustralian MuseumのJohn R. Paxton氏，後半の
3題を海洋研の西田　睦氏が務めた．Paula Mabee氏
(University of South Dakota) は鰓弓形態を例として，魚
類のボディプランに関するゲノム科学の進展と将来につ
いて発表した (Windows into the architecture of fishes)．宮
正樹氏（千葉県立中央博物館）は条鰭類を対象とした
ミトコンドリアゲノム研究の総括を行い，分子系統樹と
化石記録の照合で進化を論じた (Evolutionary history of

modern ray-finned fishes: An overview based on 327 whole

mitogenome sequences)．Judith E. Mank氏 (Uppsala Uni-

versity) は繁殖に関わる形質の進化を包含系統樹（スー
パーツリー）に基づいて推定した (The evolution of fish

diversity: Lessons from large-scale comparative analysis)．
コーヒーブレイクの後にWm. Leo Smith氏 (Field Mu-

seum of Natural History) は，スズキ系魚類の系統分類に
ついて到達点と問題点を示し，未解決問題の解決に分
岐学への回帰を唱えた (Refining our understanding of the

limits and relationships of Percomorpha: Discovering large

clades and the taxonomic challenges they present)．Richard

Mayden氏 (Saint Louis University) は米国で展開中のコイ
目の巨大プロジェクトの進捗状況と今後の戦略について
紹介した (Evolutionary origin and phylogenetic relation-

ships of the Cypriniformes: A multi-gene approach to resolv-

ing the evolution of the world’s most diverse group of fresh-

water fishes)．セッション最後にRalf Britz氏 (The Natural

History Museum) は非常に小さい体をもつコイ目魚類の
進化について発表した (Paedocypris—A developmentally

truncated miniature cyprinid with astonishingly complex

novel structures)．
昼食後に50分間のポスターセッションを経て，その後

「系統と個体発生に関するセッション」がおこなわれ， 6

題の講演があった．座長は前半の2題を松浦啓一氏が，
後半の3題をRalf Britz氏が務めた．Lynne R. Parenti氏
(National Museum of Natural History) はメダカ類の系統を
分子データと形態データの対比により論じ，両者のデー
タがまだ十分でないことを紹介した (Phylogeny of the

Medaka and relatives: Molecules versus morphology)．今村
央氏（北海道大学総合博物館）は共有派生形質の新解
釈によりカサゴ目の非単系統性を論じた研究を紹介した
(“Scorpaeniform” phylogeny: Morphological approach to a

question of its monophyly)．
コーヒーブレイクの後にJeffrey Leis氏 (Australian Mu-

seum) は成魚と仔稚魚の形質を用いて類縁関係が不明で
あったダトニオ類，マツダイ類，ヒゲダイ類の近縁性を
説明し，形態形質の系統解析における有用性を紹介し
た (Tigerfishes, tripletails, and velvetchins form a clade:

Morphological evidence from adults and larvae)．John Pax-

ton氏 (Australian Museum) はクジラウオ科，トクビレイ
ワシ科およびソコクジラウオ科の分類学的な関係につい
て仔稚魚の形態と分子データを用いて解明した (The ce-

tomimoid conundrum resolved–Whalefishes (Cetomimidae),

tapetails (Mirapinnidae), and bignose fishes (Megalomycteri-

dae): Amazing larval transformations and striking sexual di-

morphism)．最後にG. David Johnson氏 (National Museum

of Natural History) が遠洋水産研究所から国立科学博物
館に移管された膨大な仔稚魚標本を紹介し，学術的に
極めて高い価値があることを紹介した (Rare, interesting,

and scientifically valuable larval fish specimens from the col-

lections of the Far Seas Fisheries Research Laboratory, now

housed at the National Museum of Nature and Science)．シ
ンポジウムの最後に松浦氏がシンポジウムの運営に当た
った運営委員を壇上に招き，簡潔に閉会の挨拶を行っ
た．海外からの招待講演者は翌日と翌々日に葛西臨海
水族園と築地魚市場の見学に出かけた．
本報告の最後に，シンポジウム開催に当たりお世話に
なった科博の佐々木正峰館長，経営管理部の平野仁司
部長ほか多くの科博の皆さんに感謝の意を表する．また，
葛西臨海水族園の上田恭幸園長をはじめとするスタッフ
の皆さんは休園日にもかかわらずエクスカーションのた
めに園内を案内して下さった．組織委員を代表してお礼
を申し上げる．なおポスター発表の演題・演者の情報を
含む講演要旨集は魚類学会と科博のウェブページから無
料でダウンロードできる．

（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@kahaku.go.jp）
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インタビュー

先達に聞く

O�岡村　收先生　インタビューする人　M�松浦啓一
E�遠藤広光；2006年7月30日

M：先生は昭和8年に，高知県の愛媛県境に近い所で
お生まれになったそうですが？

O：そうです．昭和8年に仁淀川の県境の当時の別府
村（現在は仁淀川町に含まれる）という所です．

M：少しご家族のことも伺わせて頂きたいのですが，
ご兄弟は何人ですか？

O：兄弟は 6人です，男 4人，女 2人で，私は本来 3

番目ですけど，産まれてすぐ長男がなくなっているから，
実質次男，名目三男ですね．

M：小さい頃から生き物に関心を持っておられたので
しょうか．

O：仁淀川育ちですからね．四国で2番目の水がめの
大渡ダムというのがありますが，それが出来たら水没す
る予定だった四国電力の岩屋川発電所の所長を親父が
やっていました．私はそこの社宅で産まれました．親父
が出世すると大きい発電所に移っていくので，より下流
の大崎にある土居川発電所という所に移り，小学3年ま

でそこにいました．ですから川遊び，水泳，魚とりとい
うのは自然になじんで身についていました．

M：先生が高知大学に入学された頃，教養課程で既
に魚に興味を持っていたのでしょうか？

O：いや，全然持ってなかったですね．本来は医学志
望だったんです．担任からも，京大医学部は難しいだろ
うけど，徳島大学医学部だったら何とかなるかも知れん
と言われてました．昭和27年ですよ，経済的に苦しく
て，自分の希望通り県外へ出られる学生は半分もいなか
ったんじゃないかな．だから相当優秀な連中も地元の高
知大に残っていました．僕なんかも一度目標を失ったま
ま，一応は入っとくという格好で入っていました．それ
で2年の時は挫折して休学したんです．

M：ほう‥‥！
O：やることがないから．それも退学届けを出してね．
しかし，当時良かったのは，高知大学にはいろんなプラ
イベートな，生活状況を見る補導教官制というのがあっ
たんです．僕の補導教官というのが，ドイツ語の先生で
したが，いきなり退学届けが出たんでビックリして親父
に連絡してきました．親父が飛んでいって補導教官と相
談して，本人が目標を失っているから，休学にしとけば
月謝はいらないし，復学する時に戻りやすいからと言わ
れて，休学にしたわけです．勝手に休学に切り替えてく
れてたわけです．
そして，3年になる時に，何とか復学して，真正面か

岡村　收氏 (1933–) 自宅の研究室にて
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ら向き合おうとしました．それまで，7�8単位しかとっ
てなかったんです．当時，必要な単位は2年間で56単位
です．そこで，一気に2年分を1年でとりました．語学
は16単位，他人の倍取りました．

M：蒲原先生との出会いについてお聞かせ下さい．
O：生物には元々全般的に興味があったから，生物学
科へ出入りをしてたんです．生物学科には当時4人しか
先生がいませんでした．その中の一人が蒲原先生でした．
3年の時に，蒲原先生と顔を合わすし，言葉を交わすよ
うになりました．僕は追手前高校の時に生物部でしてね．
学園祭なんかあると，魚類の展示と説明は私の責任でや
りよったんですわ．そして，蒲原先生との出会いもあっ
たので，魚をやろうかなと思ったわけです．

M：3年生の頃から，蒲原先生の研究室に出入りする
ようになったと言うことですか？

O：ええ，3回生の時からでしょうね．
M：そうですか．当時，蒲原先生は盛んに御畳瀬に通
っておられたのでしょうか？

O：通っておられました．私は，3回生のとき，最初
は自転車で行ってました．4年になった時かな，尼岡さ
ん（2つ年下だから，2回生だったと思います）を連れて
行ってやってくれないかって，蒲原先生から言われまし
た．それで，自転車で一緒に行くことになりました．SB

カレーかなんかの空き缶に適当なサイズのロープをつけ
て，ドウラン代わりにして使いました．

M：ソコダラ類の研究はいつから始まったのですか？
O：蒲原先生のところで魚学をやることになった時
に，蒲原先生がソコダラ類とヒラメ類，シタビラメ類の
3つのテーマを出されてね．この中から好きなものを選
ぶことになりました．形態変化がソコダラ類は大きいの
と，発光器を持っている点に興味をもちました．僕は進
化自体に興味があったから，ソコダラの方が多様度と種
の分化が高いのではないかなと思って，それでソコダラ
を選んだわけです．

M：最初に新種を見つけたのはいつ頃ですか？
O：京大院生時代，トラギス類のソコトラギスかな．
蒲原先生が間違えて，この新種の記載の時に，側線に4

つほど黒点を描いてますけど，混獲されたイカの墨なん
です．私が見つけて採集したので，Parapercis okamurai

という学名をつけてくれました．1960年に発表してます
ね．ほら，黒点描いているでしょ？　これ，イカの墨な
んですよ．

M：では，先生ご自身が発表された新種を最初に採ら
れたのはいつ頃ですか？大学院に行かれてからですか？

O：直感的にこれは新種と思ったのは tomiyamaiにし
た東大の標本（Nezumia tomiyamai (Okamura, 1963) トミ
ヤマヒゲ）とか，それから，独立の属にしたPseudonezu-

mia（1970年に新属として設立したニホンソコダラ属；
模式種はP. japonicus Okamura, 1970ニホンソコダラ），
これなんかはもう，直感的に新種だと思いました．

M：蒲原先生の教え方，指導の仕方というのはどうで

したか？
O：手をとって教えるということは絶対にないですね．
自分でいろいろと調べて，困って，先生に相談に行くで
しょ，そうすると一番参ったのはね，「ソコダラに日本
で一番詳しいのはお前じゃないか」って言うんですよ．
しかし，突っ放すんじゃなくてね，それだったらこれを
読んでみるんだよって，パッと頭に思い浮かんだ論文を，
読めと言ってくれるんです．で，それを読むと必ず自分
の疑問に思っていることがほとんど解けるという，だか
ら，あまり直接的には教えなくて，徹底して自分で調べ
ろと言うやりかたでした．
ところが，沖山さんなんかの話聞くと，羨ましかった
ですね．沖山さんは僕よりちょっと若いのかな？蒲原先
生から「お前，新潟にすごい魚の研究熱心な奴がおる
ぞ．いろんなことを問い合わせしてくる」と言われて，
それが沖山さんでした．沖山さんは，僕なんかが書いて
ない頃にもう論文も書いていました．そういう外部の方
にはね，羨ましくなるぐらい懇切丁寧にちゃんと教えて
ますね．だから，独特の教え方と言うか，ある程度突っ
放したかのように見えるけど，自分で探っていく道標は
与えてくれました．

M：蒲原先生は号を呑海というくらいですから，お酒
もたくさん飲まれたと思うんですけど．

O：飲みましたねぇ．
M：研究室で飲む会はあったんですか？
O：研究室というよりは，お宅で飲む会というか，い
わゆるコンパをお宅でやりました．

M：カツオの吊し食いというのがあったそうですね．
O：あぁ，カツオの吊し食いやりましたねぇ．あの時，
酒の肴が足りなくてね．蒲原先生がカツオでも一匹買っ
て来いって，ついでに丸ごと吊り下げて，カツオの丸食
いをしようって言い始めてね．そしたら奥さんがそれを
聞いていて，「岡村さん，絶対ダメですよ．ちゃんとハ
ラワタさばいてね，頭を刎ねてもらってきなさい．3枚
におろすのはこっちでやってあげます」って．魚屋に野
田というのと2人で行ってね，二人で考えまくってね，
丸ごと買って帰ったら奥さんに怒られそうだし，捌いて
持って帰ったら，先生がガックリきそうだし．結局，丸
ごと持って帰ってね．そしたら，奥さんが「そこまでや
りたかったら，こうしてあげるから勝手にやりなさい」
って言ってね，さわち皿を持ってきて，カツオの下に受
けたと思ったら，胸ビレの所からザクーっと出刃入れて
ね，そしたらハラワタがドロドロどさーっと落ちて，一
瞬にしてその辺り，血生ぐさいでしょ，がっくりきまし
たわ，我々は．そしたらかわいそうと思ったのか，奥さ
んが頭とハラワタをとって綺麗にしたやつをまた吊り直
してくれてね，それをナイフで削ぎとって食ったら美味
くないのって・・・

M：蒲原先生は，御畳瀬はもちろんよくいらっしゃっ
たと思うんですけど，底曳き船に乗られたことはよくあ
ったんですか？
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O：時には乗られていたみたいですね．
M：そうですか．岡村先生は学生時代から底曳き船に
乗っていたんですか？

O：私は学生の時からちょいちょい乗りました．当時
のことですから，米だけは持って来てくれって言われま
した．初めて尼岡さんを連れて乗った時のことはよう忘
れんですわ．乗るときから御畳瀬に繋いである船が相当
揺れてました．僕は現場に着くまでは持ちこたえていた
けどね，現場に着いたら網入れして「おぉい，飯だぞぉ」
って言うから，甲板に上がって行って味噌汁の匂いをか
いだ途端に船酔いしてしまって．それで，さっき言った
野田というのはね，平気でパクパク飯食って，尼岡さん
は甲板に出てくるどころじゃない，御畳瀬にいたときか
ら酔ってるから．彼が甲板に出てきたのは入港してから
です．だから彼が一番弱くて，僕が真ん中で，野田は最
初から最後まで平気でした．

M：いわゆる原付の自転車を使っておられたそうです
ね．

O：原付タイプでね，高知のメーカーが作ったものが
ありました．山崎内燃機関という会社が開発したブルー
バードでした．名前は同じだけど，日産ブルーバードじ
ゃありません．クラッチバンが独特で，コルクなんです
よ．スポンと入ると弱いから止まってしまうから，ギア
の入れ方が難しいんです．

M：御畳瀬の魚を採集していた時に欲しかった魚を中
央市場まで追っかけて行ったことがあるそうですね．

O：ありました．御畳瀬から中央市場に運んで，中央
市場で小売に売りさばく，そういう業者もいました．御
畳瀬で積み込んでいるのを見ると，「これは」という魚
が入っているケースがあるわけです．そうすると，どこ
へ持って行くか聞いておいて，中央市場へ行くとなった
ら，中央市場へ自転車で走って戻るわけです．

M：ある時，どうしても欲しくてお二人の片方が売る
役，片方が仲買いの役をやったことがあるとか．

O：そうそう．片方が買う役をやって．「岡村さん，
あれどうしよう」て言うから，「後ろついてきや」って
言って，僕が箱の側まで行った時，尼岡さんが，「お兄
ちゃん，これかまわんのか？」「かまわんよ，持って行
き，持って行き」と言って．「オオキニ」とか言って，
ドウランに入れてね．

M：高知大の卒論でソコダラの分類学的研究をまとめ
られて，専攻生として一年残られて，京都大学の大学院
に進まれたそうですね？

O：専攻生になると，教職で一級になる，校長，教頭
資格を取れるようになっていました．後にこの制度は取
り消しになりましたけどね．当時，その一級資格はマス
ターコースを出ると取れるコースだったんですが，それ
を専攻生を一年やれば取れたんです．だから僕なんかは
その制度が出来たから，申請して，一応入学を認められ
て，月謝も払って，授業を受けだしたら，旧帝大からク
レームがついて，結局一級免許は取り消し．ただ，やっ

ぱり専攻科を出ていれば，それだけ格は上になるから，
一応，それを取り方々，京大の水産の勉強もしました．
はじめは16科目ぐらいやってました．松原先生が高知大
の農学部へ集中講義に来られて，昼休みに会ってやって
もええっていうのを，農学部の先生から聞かされました．
京大の落合さんなんかと同期の竹田さんという方が，農
学部の教官で居ました．竹田さんは自分の京大時代の松
原先生の講義ノートを貸してくれましたし，松原先生に
取り次いでもくれました．松原先生の所に行って「ソコ
ダラに非常に興味を持っているし，種類も多いので，京
大に受かったなら，それを継続して良いでしょうか」そ
して，「独学で十数科目勉強してます」と言ったら，「4

科目だけに集中しなさい」と言われてね．水産学原論と
か水産動物学や魚学などの4科目のことです．

M：それは，受験の為にその4つに絞りなさいという
ことですね？

O：そう，4つに絞りなさいと言われました．
M：そうすると，入られた時にはソコダラをやるとい
う事は決まっていたのですね？

O：そうです．入れればソコダラを継続しても宜しい
という許可を事前にもらっていたわけです．ところが当
時，松原先生の講座の助手だった三谷さんに，ソコダラ
は問題のあるグループだという事でやらせてたんですよ
ね．私も後で知って，三谷さんに謝ったんだけど．それ
から，私が後にソコダラ類についてまとめた Fauna

Japonicaの図の一部に三谷さんが書いたスケッチを使わ
せてもらいました．しかし，drawn by Mitaniと書かなけ
ればいけないところを，落としてしまった．三谷さんに
「一部使わせてもらって，落としてすいません」と言っ
たら，「いやぁ，載っただけでも僕は嬉しい」と言って
くれました．

M：そんなことがあったのですか．
O：松原先生は三谷さんにソコダラをやめさせて，ブ
リの漁業生物をやらせたわけです．当時，ブリは資源と
しても大事だったし，水産学科でもあるから，今度来る
理科系の岡村にソコダラを残しておいて，ということだ
ったようです．それで，三谷さんのテーマをブリに変え
たみたいです．

M：岡村先生が，京都へ，その当時，舞鶴ですけれ
ども，舞鶴へ進学された時にどういう方がいらっしゃっ
たんですか？

O：教授は松原先生．京大水産学科では第4講座が水
産生物学でね，助教授と古参助手は藻類専門，それか
ら，講師が落合さんでもう一人の助手が三谷さん．当時
は院生だったが，後に，近大に行った，無足類をやった
浅野さんがそのうち技官になりました．

M：岡村先生が行かれた時に，学生の一番上の方は
どなたですか？

O：一番上は，浅野さんですかね？　浅野さん，岩井
さん，赤崎さん，それから私でしたかね．それで，尼岡
さんが来て．私のすぐ下がいなかったですね．あと，宮
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崎大に行った山根君とか，岸田君とかが，尼岡さんより
2年ぐらい後ですから．

M：そうすると，岡村先生が大学院の修士の頃という
のは，学生はそんなに多くはなかったのですね？

O：多くないですよ．9月の一次試験でパスしたのは
私一人でしたから．千葉大なんかからも受けに来てまし
たけどね．翌年1月の二次試験で，直系の人が1人パス
して，だから1学年2人しかいなかったんですよ．

M：そうですか．松原先生の所で，論文博士，あるい
は国内留学をして学位を取られた方という中に，高木先
生とか，片山先生もおられたのでしょうか？

O：片山さんはどうだったのかな？京大で取ってます
かね？京大で取ってたら，僕が行くより前でしょう．前
かあるいは僕が出た後か．下関の松井さん，石山さんが，
私が行く前に講師でおって，私が行った時には下関に出
てましたから．

M：そうすると岡村先生が博士課程までの間にいらっ
しゃった方というのは，2年下の尼岡先生とか，山根さ
ん，岸田さん，その下が中村　泉さんとなるのでしょう
か？

O：そうなるかな？そのあたりになると，名簿たどら
んと分からんなぁ．

M：重なってはいないのですか，中村さんとは？
O：学年はずれていたけど舞鶴で一緒にはいたわけで
す．

M：吉野さんとは重なってはいらっしゃらない？
O：最後になって私は助手として2年おったでしょ，
その間に院生になっていたはずですけどね．

M：そうすると谷口さんも，その前にいらっしゃった
んですね？

O：谷口君は，僕が助手になった年に，3回生で舞鶴
に来たクラスで．だから初めて僕が受け持ったクラスで
したね．実験と実習だけでしたけどね．

M：田中　克さんも，松原先生のお弟子さんですよ
ね？

O：そうですね．直接には岩井さんに教わった事が多
いんじゃないかな？

M：そうですか，浅野さん，岩井さん，その次が荒賀
さんですか．

O：荒賀さんは私とすれ違いに修了していました．そ
れから昭和33年が赤崎さん，だから岩井さんの方が先
ですね．そうすると，浅野さんと岩井さんが一緒だ，同
年ですね，修士修了は．それで赤崎さん，それから次は
もう僕になって，僕の次はおらんですもんね，魚類は．
それから二年後が尼岡さんと，畦田さん．岸田君と山根
君が昭和40年で，私から言うと5年後ですか．それから
カジカなんかやった倉若さんと言うのが翌41年．

M：松原先生の学生への指導の仕方というか，接し方
というのはどんな感じでしたか？

O：松原先生も，直接，指導というのはあまりなかっ
たですね．セミナーを通じて指導されるという形でした．

赤崎さんとか浅野さんと違って，私と尼岡さんは，全然
違う大学から来てるでしょ，だから，私が1人入って，
尼岡さんもまた来たわけだから，「高知大から来た奴
は！」とよく言われましたね．
けど，私は朝早くね，7時過ぎには研究室に行って，

冬なんかだったら，だるまストーブの石炭がらを出して，
普通これは女性秘書がやるんだけどね．自分達の部屋の
をやるのと一緒に，松原先生の部屋のもカスもとってね，
石炭も一回分運んどいて．そうやって朝早く出てもね，
夜かなり残らないと，なかなか追いつかない状態でした．
朝，皆が出てこないうちに出て，雑用は済ませておいて，
もう7時半過ぎには仕事をやっているわけですよ．けれ
どそれでも夜，どうしても居残らなければいけないし．
ところが夜8時過ぎて帰るとね，女性ばっかりの家族の
下宿だったから，よく締め出されてね．それで院生だけ
ど，「寮に入ってかまわないかどうか」と聞きました．
他の教授は反対したようですが，松原先生は「岡村はも
ともと学費もろくにないまま来てるし，安いにこしたこ
とはないし，仕事の為でもあるから」と言ってくれまし
た．松原先生の鶴の一声でしょうね，僕以後院生でも寮
に入ってかまわないことになりました．そんなら，なお
夜遅くまでやりたいでしょ．で，先生に「キー貸してく
ださい」って言ったら，「何―！！」って目むかれました
が，自分のキーをそのまま貸してくださってね．結局，
朝早出して，女性秘書なんかがやるべき事を私がやって
いるのを，薄々知られていたんじゃないですかね．しか
し，先生の部屋では煙草を絶対に吸わないことを約束さ
せられました．

M：ソコダラの系統の研究と分類と絡み合って進んで
行ったと思うのですけど，先ほど，進化に興味をより強
く持たれていたという話がありましたけど，そうすると
やはり系統の方にどちらかというと興味が強くあったと
いうわけでしょうか．

O：そうですね．だから，Iwamotoさんなんかと見解
がだいぶ違うのは，僕は，形態の変化の流れを見るわけ
ですけど，彼はどちらかと言うと，流れの切れている所
に重点を置くわけです．けど，切れているんじゃなくて，
実はそれには流れがあるんだという点で，見解が違うわ
けです．どっちかと言ったら，新種の発表とか，種のレ
ベルよりは全体的な流れを見たいなぁと思っているわけ
です．

M：発光器の組織切片を作ったり，組織的な研究を
されていたのは，京大に行かれて最初の方なのですか？

O：京大ではね，マスターの2年間は，もっぱら鱗と
発光器の形態でしたね．それで岩井さんとも馬が合うと
いうか，いろいろ話が合うようになって．あそこへ組織
学を持ち込んだのは岩井さんだったでしょ．岩井さんは，
初めは松原先生の雇われ事務員でした．けど，魚類の研
究やりたくって，一度，三重大に入ったでしょ，そうい
う点が僕とよく似てるんです．二年分の課程を1年でと
ったりね．それで大学へ帰って来たけれど，肺結核にか
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かったりして，その中で，松原先生にかなり助けられな
がら，肺結核も克服して，それで助手になり，結局は跡
を継ぐことになったわけです．僕が行った頃は退院して
来たばかりだったかな．一般学生の住む寮とは違う別棟
の小部屋にいた寮長みたいな格でね．岩井さんは小部屋
に1人住まいで，まだ，寝たり起きたりの感じだったけ
どね．そしたら，「岡村君，良い物見せてやろうか」っ
て押入れからリンゴ箱出してね，そうすると結核の特効
薬のパス，粉末の．あれが一杯詰っていてね．病院でく
れるパスを飲まずに，肺結核を克服してね，退院して来
てるんです．あれにはビックリしました．

M：松原先生のご指導というのは，直接的に学生にあ
れこれ指導することはなかったと聞いているのですが．

O：蒲原先生とある面では似てましたね．あまり直接
的に言わなくて，ただ，セミナー等で，中間発表みたい
にやって行くんですよ．セミナーの場では詳しい指導を
されてました．

M：学生に対して，批判というか助言をする時に，強
い口調で言うことはあまりなかった先生ですか？

O：あんまりないですね．
M：京大と東大のどちらに行くか迷われたことがあっ
たそうですね．

O：私は蒲原先生の弟子で，蒲原先生と富山先生は
田中先生の兄弟弟子です．それで，はじめ東大に推薦さ
れて，富山先生もOKされてたんですよね．だから理学
だから，行けばそのままストレートで入れたんだと思う
んだけどね，ところが，東大に行ったら結局，富山先生
がいる油壺に行かなければならないわけですよ．しかも，
富山先生と毎日一緒にやれるわけでもないし，それから
学生が1人でしょ，当時は．実は，蒲原先生が東京出張
から帰って来てね，研究室の窓の下を通りながら，フッ
と見上げたら私と顔が合って，そうしたら「おい，富山
君に頼んで来たからな」と言われて，僕弱ってしまって
ね．
京大の方は，ちょうど松原先生が魚類の「形態と検
索」を出されたときでした．あれに非常に感銘を受けま
した．当時のお金で5000円�6000円だったかな，高い
ですよねぇ．3ヶ月は我々が生活出来るぐらい．蒲原先
生が買われたやつで，自分なりのノートを作ってね，横
にずっと見れば魚類全体の変化の方向がパッと分かるも
のを作りました．
それで，結局，若い頃田中茂穂先生にうとまれた松原
先生が文献融通などちょっとした恩も受け，引け目もあ
った蒲原先生の所から私が行く格好になったわけです．
職員が松原，落合，三谷と3人おるわけでしょ，それか
ら，院生に岩井，浅野，赤崎，そうすると6人，相当な
スタッフがいるわけですよね．そうすると，富山先生1

人の東大と日常的な耳学問から何から全然違うんじゃな
いかと思いました．だから1年余計にかかっても，京大
の方へ行きたいということになったわけです．
松原先生から良く聞かれたのは「岡村，蒲原さんの所

とわしの所とどちらが文献が多い」とか「標本はどっち
が多いか？」ということです．「そりゃ京大の方がもち
ろん多いですよ」って言ったら「そうかぁ」と言ってニ
ッコリしててね．で，また何週間かしたら，「どっちが
多いか」って，聞くんですね．
僕が京大に残る時，浅野さんを近大へ出されたでしょ
う．浅野さんは，いきなり技官から助教授になったわけ
ですから，これはかなり昇任になるわけです．ところが
僕があるとき先生の部屋へ入っていったら，落合さんと
岩井さん2人を呼んでいてね，どうも僕を浅野さんの後
へ採用する話しをしていたみたいでね．松原先生は2人
に「技官の初任給はなんぼや？」と聞いたんです．よう
忘れんけどね．2人が僕の前で「1万5千円です」と答え
たんです．ところが助手は2万3千5百円．8千5百円も
違うんです．「よし，そしたら岡村の為に助手でも取っ
てこようか」って．そしてやっぱり，いろんな都合もあ
って助手ポストより技官職の方が今のところ欲しいとい
う講座があるわけでしょ．そうすると技官職と助手ポス
トの振り替えと言う可能性があって，3人目の助手です
よね．そんなポストありゃしません．だから結局あの，
助手ポストをすっぽり取って来てくださってね．それで
僕が助手で残ったんだけど，僕の結婚の事まで心配して
くれて．岩井さんに「なんぼあったら2人やっていける
んだ」って．岩井さんが「まぁ3万円あればいいですが，
2万7�8千円でも何とかなります」って言ったら「2万3

千5百円やったら，1年もしたら嫁ももらえるか」と言
ってね．だからあの辺りもね，何かこう頭の隅に，昔世
話になった蒲原さんの弟子やし，それを初めて引き受け
たと言うのとね，それから一方で僕との直接のやり取り
とかね．その中で何か僕をこうしっかりと，どっかで捕
らまえていてくれたなぁという感じがあるけどね．

M：なるほど
O：松原先生が亡くなった後，高知大の私の旧官舎へ
奥さんが直接，舞鶴から息子さんと娘さんを連れてこら
れたんです．松原先生が残された書籍についての相談で
した．当時，日本の魚類学界で初めて，蒲原先生から
岡村へと，初代から次へと，高知大で文献の引継ぎが成
功していたんです．それと，僕という人物の事をどうも
松原先生は晩酌なんかやりながら奥さんにいろいろと話
されていたんじゃないかなぁ．それで私をある面では頼
りにされたのかもしれません．それで僕も蒲原先生の文
献を引き継いだ時のことを率直にお話ししました．「松
原先生がね，この本はね10万円超えるとか言われている
けど，実はそうじゃないんですよ．先生が言われたのは
売値でね，場合によっては10分の1以下くらいと思わな
きゃいけませんよ」と言いました．蒲原先生のは，全部
でたった20万円だったもんね，最初につけられた値段
が．それで，一方でリスト作るのと同時に，ある古書店
に再評価を依頼したら，50万円の評価書を書いてくれま
した．けれど，松原先生はね，当時500万円とか800万
円とかそんな大きい額を奥さんに言っていて，それで文
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献について京大と話しが進んでいなかったんじゃないで
しょうか．宙に浮いた格好になって，それで私の家に来
られたようです．僕も率直に意見を言って，それで結局
は買い上げになったようです．

M：高知大に，岡村先生は助手として着任されたそう
ですね？

O：うん，一応，京大で講師に昇任という話が出たん
です．けれど，高知大には助手ポストしかなかったんで
す．例えば，私学の場合だとね，国立大へ降格転勤とい
うのが有り得るんです．実際に東海大の講師からね，高
知大に助手で来た，あるいは助教授から助手で来たとい
う例がありました．僕の場合，京大で昇任してしまうと，
こっちにポストがないわけですよ．それもあってね，岩
井さん，落合さんが，呼ばれているところで，岡村も転
勤するんだったら，昇任転勤の形をとってやりたいとい
う話をされていてね，まぁそれが普通一般常識やったん
ですよね．けど，昇格してしまったら転勤出来なくなる
から，僕は助手のままで結構ですし，今の所，講師のポ
ストはないとお話ししたんです．そして，長い目で見れ
ば講師や助教授に上がれる余地はあると思いますからと
言ったので，これも怒られてね．京大講師を蹴って，新
制大学の助手で良いと言うんだから，僕は送別会やって
もらえんかった．松原先生の怒りが解けるのに，何ヶ月
もかかって，いっぺん怒らせたら大変でした．

M：高知へ助手で着任されて，2年後に助教授になら
れてますよね．

O：えぇ
M：蒲原先生の後をついで，高知大で魚類学を担当
されるようになって，着任された当時は，どういうこと
をしようという風に思っておられたのですか？

O：いや，それはもうほら，あの学位論文仕上げてな
かったから，それが第一でした．原稿で言ったら，タイ
プライター用紙で10枚か20枚書けば終わりという段階
でした．それで，学位論文を完成のつもりで着任したと
ころ，蒲原先生が，退職と同時に即，文献を寄贈する
から，取りに来いというわけです．それで引き取って来
た物を，買い上げという形になったから，リストを作ら
なきゃいかんでのすよ．そのリストを作るのにね，人件
費が 20万くらいかかるんです．当時僕の研究予算が，
年額40�50万でした．けど，しょうがないから，女の子
雇い上げて，リストこしらえてね．そのために1年半く
らいかかったかな．それから一方で，3階の標本室も作
らなければいかんなぁって．そうすると，自分の研究ス
トップして，標本室を鉄骨式にしたからその経費を出し
て．それから当時，一般生物学の実験用の顕微鏡がだい
ぶ台数不足だったんですよ．だから，どうせ自分の直接
の研究が出来ないのなら，もう学科の為に，一般生物学
実験用の顕微鏡はこっちが買おうと思って，あとで皆さ
ん返してくれましたけど，学科が潤沢になって来た時
に．
だから，始めの3年ぐらいは，文献引継ぎと，標本の

再整理に追われてました．そして，学位論文を提出しよ
うとしたら，松原先生が病気で倒れられてね．病院へお
見舞いに行きました．枕元のベッドの向かい側に畳が1

畳敷いてあって，座って話そうとしてね．畳の方に移ら
れたらね，肩で息されておられるんですね．僕は岩井さ
んにも話して，先生の研究室のテーブルに学位論文を置
いとくのが良いだろうと思って，そうしました．すると
引き上げる時に，松原先生が「あの論文持ってきたんだ
ろう？」言われるから，「いや，お元気になって回復さ
れたら見ていただくように研究室のテーブルに置いてあ
ります」と話しました．後で岩井さんが病院に行ったら，
「岡村の論文はどうしたろう」って聞かれて，岩井さん
が「いや本当に回復したら再度持ってくるって言って高
知に持ち帰りました」て言ったんだそうです．そしたら，
「うーん」って一声唸られとったんだって．それでその
まま亡くなられました．
次の教授が決まるまでかなり揉めたんです．植物の人

が退職間近やったから，その人を教授にするか，助手の
岩井さんが一足飛びに教授になるかどうかね．そしたら
大学紛争が絡みました．3人の教授からも，紛争を起こ
した院生達からも岩井さんは教授に推薦されたんです
よ．だけどそこに落ち着くまでには，長引いて学位審査
もストップしました．岩井さんが教授に就任してすぐに，
論文を持ってくるようにと言ってくれたんです．当時，
学位審査を受ける時に他の人たちは副論文をだいぶ出し
よったんですよね．それで岩井さんに「副論文でFauna

Japonicaでもつけましょうか」って言ったら「いやぁ，
あんたは学位論文一発で良い」とか言ってね．あとは口
頭説明だけで良いって．

M：確かに経歴拝見すると高知大に65年に着任され
て，ソコダラ類のFauna Japonica出版が70年ですから，
その間に大学紛争が起こっています．ちょうど大学が荒
れている時ですね．

O：荒れている時で，しかも僕，京大から移ったでし
ょ．京大は教職員も荒れて，学生だけやなしにバリケー
ド挟んで衝突してたんです．高知大学にも昭和44年に
火がついたんです．教育棟の封鎖や本部の封鎖が起きた
りね．僕なんかは，自分の研究というよりは研究の引継
ぎですか，それと一方では紛争を治めながら大学作りで
すよね，組織作り．これに割かれた時間が非常に大きか
ったですね．例えば，僕は昔の生物学科4名の教官の中
の1人として来て，結局文理学部を人文学部と理学部へ
改組していかなきゃあかんし．生物系4名を正規の学科
として 4講座 12名�一般教育 2名�修士課程に大拡張
せにゃあかんし．

M：高知に来られてから随分川に力を入れてこられま
したよね．

O：いや，入れてる，というより，これはどちらかと
言うと地元要請が強かったのと，それから蒲原先生が淡
水魚をあまりやらなかったからですね．僕が帰ってきた
頃から昭和30年代・40年代にかけての高度経済成長の
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ひずみが出始めて，川の汚染がだいぶ問題になり始めて
ました．一方，僕自身は系統的な流れ，あるいは分類を
見る場合でも形態形質だけやなしに生態形質も見たいと
いう考えもあったわけです．例えばソコダラなんかだと，
生態を念頭におかないと，かなり理解しにくい点もある
わけです．そういうところに持ってきて，学生の中にも
淡水魚の生態をやりたいという希望者も増えつつあった
んです．だから，始めのうちは学生をその要望に出来る
だけ沿わせてやりたいということで河川の魚類の生態を
研究したわけです．始めのうちは研究費の持ち出し，場
合によってはポケットマネーの持ち出しになるけど，始
めはきれいだった鏡川を主体にして研究を行いました．
そうしているうちに経済成長のひずみで，川の汚染など
が問題になってきました．例えば高知県の方では，鏡川
を調べてほしいとか，四万十川調べてほしいとか，調査
費も付いた形で依頼も来るようになりました．結局これ
は地元要請と学生の要望を併せて費用持ち出しでやって
いるうちに，経済成長のひずみに端を発する河川水域の
見直しですね．これが強まってきたんです．さっき言っ
たように川筋育ちで，海でも育ったけど，親父の転勤が
多くてあの仁淀川沿いで育って，それから疎開した先が
四万十川沿いでしょ．それから途中須崎（高知県須崎
市）という海辺にも居たしそれから新居浜（愛媛県新居
浜市）もあって海辺の町ですね．だから海だけでなしに
川育ちであったというのも，だいぶ物言ったでしょうね．

M：こたか丸（水産研究所調査船）で随分丹念に調
査と採集を続けてこられたんですよね．

O：結局，種の査定ってことも集計の方も正確を期し
たいですからね．それからあの浅いところはね，小手繰
船，まぁ3�4トンかあれ？

E：そうですね．
O：大体水深100メートルぐらいまでの間か，それか
らもうちょい深い所は沖合い底曳き船（40�60トン）で
見れるわけでしょ．

M：大手繰という．
O：えぇ．で，これは時には県がチャーターすると普
通の操業は300メートル位までですけど，400�600メー
トルを新漁場開拓目的で調査をやりますから．で，更に
沖合いの調査のために淡青丸や白鳳丸を持ってきたこと
もあります．そうすると水深がずっとつないでいけるで
しょ．まぁだから，そういう意味でちょうど中間役を果
たしてくれたのはこたか丸ですね．

E：魚類学会と岡村先生の関わりをお聞かせ下さい．
O：それはもうやっぱり地域のメンバーの1人として，

魚類学会が発展するにこした事はないし，だから中央の
上野輝弥さん達が動いてくれたのが大きかったけれど，
今の学会組織に改めるときには大いに賛同しました．そ
れから石山礼蔵さんなんかも強く言われてた，僕なんか
も賛成だったけど，やっぱり若い人に意欲を植え付ける
為に，学会賞みたいなものがあると良いという意見であ
ったんです．というのがFauna Japonicaを書いた時にね，

岡田弥一郎先生から言われたことが記憶に残っているん
です．
さっき言った紛争があったので，僕は全学の役員だし，
デモがあると市民に迷惑をかけたらいけないから一緒に
出ました．それから警察の私服なんか見つけると学生が
殴る可能性もあるしね．そうすると身をもってパッと割
って入ってね．怪我させたら負けやから，それで結局紛
争が12月まで続いたんです．
それでFauna Japonicaはその前年から書くように指定
されとったけど書く暇なくてね，役務を開放された1月
1日から書き出したのです．梅沢先生やら恩師にも「講
義の時以外は出て来れませんから」って言ってね．家に
顕微鏡と標本持ち帰ってね，それでもう必死の想いで書
きました．3月までに仕上げなきゃいけないのに4月いっ
ぱいかかってね．で，岡田弥一郎先生も4月いっぱいに
何とか仕上げれば，5月から6月にかけて検査があるか
もしれないけど．4月に完成させれば大丈夫だと言われ
ました．わずか4ヶ月で書いたんですよ．そのかわり死
にものぐるいでしたけどね．書き始めの頃には，もう娘
が生まれとって，娘が泣き出すと女房がねんねこで包ん
で背負って出て，こっちも気になってちらっとみると，
雪がちらちら降ってるんですよ．だから本当は自分の心
の中では最後に the last but many heartfelt thanksというの
を女房に書きたかったけれど，あの頃の日本人としては，
ちょっと恥ずかしくて．
あの頃は今のパソコン，コンピューター式になるちょ
っと前でしょ．追加なんかあると切り貼りで順送りやる
んです．気が付いている人はほとんどいないけど，1行
切り貼りで脱落しているところがあるんです．それから
あのNezumiaネズミダラ属を当時はみんな抹殺していた
んです．けど，これは生かすべきだというのでNezumia

を生かした時に種小名の語尾を変えなきゃいけなかった
のを気が付かなかったら，Hubbsが懇切丁寧に2ページ
に渡ってコメントをくれました．1ページ目はベタ褒め
ですよ．ところが2ページ目に，「ここはこう語尾変換す
べきだった」と書いてあって，これはやられたなと思っ
てね．そういう不備があったんで，「せっかく推薦して
もらったのにちょっと恥ずかしい結果になりました．も
うちょっと時間がほしかった」と岡田弥一郎先生に書い
たんですよ．そしたらね，「物事は100%完璧というのは
ありえないので，まとめられる段階でまとめられる所ま
でやるべきであって，今回はもうそれが精一杯であった
し，私が見る限りでは上々の結果です．日本生物地理学
会と日本魚類学会から2つの学会賞をもらったと思って
ください」とその時はっきり書かれているんですよ．実
際にFauna Japonicaを書かれている方を見ると，数学物
理なんかのシリーズも出てますからね，あのシリーズは，
大抵もう60歳前後になって退官直前の人たちが，何か
の学会の推薦を受けて書かれているんです．落合さんが
あれを50歳にならずで書かれてますし，僕は35歳で書
きました．35歳のFauna Japonicaは，なかったんですね．
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2007年度第4回幹事会

日　時：2007年11月27日13:05–17:30

場　所：京都大学フィールド科学教育研究センター

出席者：松浦・西田・奥田・甲斐・竹垣・波戸岡・北川・

藪本（次期会計幹事）・須田（次期会計幹事）

1. 会務報告：2008年度科研費「研究成果公開発表(B)」に，市

民公開講座「人と田んぼと魚たち―農と自然の共生」が申請

された．科研費「学術定期刊行物」は，今年度から義務づけ

られた出版社の競争入札と採択後の監査への対応策が不十分

であることから申請を見送った．今後は，採択された他学会

の動向を見ながら申請を検討するが，基本的には科研費に頼

らない学会運営を目指す方針であることが確認された．

2. 編集報告：2008年度から編集委員長に篠原現人氏，英文誌

主任編集委員に渡辺勝敏氏の着任が報告された．2008年度

から英文誌に限りOnline Firstサービスが始まり，これに伴う

雑誌体裁の変更等が報告された．英文誌の電子投稿査読シス

テムの2009年度以降の導入が検討されていることが報告され

た．

3. 会計報告：2007年度より一般会計の支出項目に「選挙関連

費」を新設し，2008年度から非選挙年に「選挙関連積立金」

を計上することとなった．和文誌の広告掲載に加えて，今後

は学会HP上でのWeb広告について検討することとなった．

科研費「研究成果公開発表」についても2008年度から特別

会計として試算表・収支決算表を作成し，年2回の監査を実

施することとなった（監査は2007年度採択分も実施）．年会

事務局の会計業務引き継ぎの円滑化と会計の明瞭化をはかる

ため年会要項と収支報告書の雛型を作成することとなった．

シンポジウムの援助額や配分方法について議論された．年会

の旅費援助事業に関するアンケート結果とオークションの売

り上げが報告され，今後の援助事業の在り方が議論された．

4. 年会報告：電子情報委員会と年会事務局から2007年度の年

会開催に関する問題点が指摘され，12月21日に国際文献と

ともに年会反省会が開催されることとなった．

5. 男女共同参画：第 1回男女共同参画作業部会の開催報告が

あった． 来年度，男女共同参画学協連絡会に正式加盟する

に当たり，本会の男女共同参画委員会の設立準備を開始する

ことが確認された．また，年会時に懇談会あるいはシンポジ

ウムの開催が予定され，託児支援の方針が決定された．学会

活動における問題抽出のためのアンケート調査が実施される

こととなった．委員候補1名の辞退表明と今後の活動拡大に

対応するため，委員候補を増員することとなった．

6. 電子情報委員会からの提案：学会のプライバシーポリシーを

制定することとなった．幹事会との連携を強化する一貫とし

て，事務局と合同で年1回開催される幹事会に電子情報委員

長に参加してもらうこととなった．電子情報委員の引き継ぎ

に関して意見が交わされた．

7. 学会の国際化について：海外会員からの要望で2008年度か

ら英語の年会プログラムを作製しHP上で公開することとな

った．海外からのオンライン入会に対応するために，会則・

細則を一部英文化することとなった．

8. その他：学会運営の経費削減案として，和文誌の完全オンラ

イン化（Web出版化）の検討を開始することとなった．中園

評議員の次期評議員辞退申し出が了承された．

2008年度第1回幹事会

日　時：2008年1月18日（金）13:10–17:40

場　所：九州大学農学部

出席者：西田・後藤・望岡・高橋・竹垣・須田・籔本・篠

原（編集委員長）

議題

1. 会務報告：会員数推移が報告された．今年度の行事予定が

確認された．今年度の学会賞への応募がまだ無いことが報告

され，個人会員と評議員に応募と推薦をそれぞれ促すアナウ

ンスをすることとなった．
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そして岡田先生が多分，そのことを含めて，「2つの学会
賞をもらったと思ってください」と言って下さったんだ
と思います．やっぱり若い人をやる気にさせる意味とか，
奨励する意味では，何らかの形の賞があってもいいんじ
ゃないかなという事を僕は前から思ってたんです．そし
て，学会賞を設けるようになった時の評議員会でも僕は
絶対やるべきであるし，旅費をつけるべきだと言ったん
です．

M：今はようやく旅費を出せるようになりましたし，

副賞も一応でるようになりました．今日はどうもありが
とうございました．

（松浦啓一　Keiichi Matsuura：〒169–0073 東京都新宿
区百人町 3–23–1 国立科学博物館標本資料センター
e-mail: mastuura@kahaku.go.jp； 遠 藤 広 光 Hiromistu

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）
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2. 会計報告：2008年度の予算案が確認され，これまでの支出

状況が報告された．

3. 年会関連報告：年会シンポジウムへの応募状況が報告され

た．年会反省会の報告内容が以下のように検討された：口頭

発表における動画の使用および年会用ノートパソコンのメモ

リ増設が承認された．シンポジウムにのみ参加する会員にも

参加費が必要である旨を会告に明記することとなった．オー

クションはこれまで通り年会事務局で運営する方向で検討す

ることとなった．オークションの存続や実施方法が検討され，

旅費援助の必要性の再確認と，今後の旅費援助事業とオーク

ション運営に対する意見を聞くためのアンケートを実施する

こととなった．オークション用の献本も募ることととなった．

年会の参加登録システムの変更と新機能導入が承認された．

4. 電子情報委員会からの報告：オンライン入会システムの導入

が承認された．学会における個人情報の使途が確認され，こ

れをもとに電子情報委員会でプライバシーポリシーを作成す

ることとなった．メーリングリストのサーバーが事務局に移

され，その運営と管理を電子情報委員会で行うこととなっ

た．

5. 男女共同参画の活動報告：委員候補に須之部友基氏（東京

海洋大）が加入したことが報告された．年会時に学会特別枠

でシンポジウムを開催することとなった．年会時の託児所の

開設場所と利用者への援助額が検討された．

6. 和文誌のWeb出版化について：和文誌のWeb出版を検討す

るに至った経緯および実施された場合の経費の削減額が説明

された．編集委員会からの意見が報告され，和文誌を冊子体

として残すための代替案や経費削減案などが議論された．

7. 提案書・意見書の回答について：「淀川水系におけるイタセ

ンパラ保護に係る緊急要請」に対する各機関からの回答書の

内容が，評議員に未報告であるため，自然保護委員長に早急

に報告を依頼することとなった．再発防止のため各機関から

の回答書の窓口である担当庶務幹事が，委員長の判断を仰い

で回答を評議員に報告することとなった．

8. その他：HPにバナー広告を導入することが承認された．委

員の任期制定が検討され，全ての委員の任期を2年（再任を

妨げない）とする会則の改正案を評議員会に諮ることとなっ

た．庶務幹事の業務分担が確認された．水野評議員より次期

評議員辞退の申し出があり，了承することとなった．評議員

選挙に関する細則の改正文案が了承された．


