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Jaws of bony■ shes硬骨魚類の顎と歯.―山崎京美 0上野輝爾

(著 )。 2008.ア ート&サイエンスエ房TALAI,川 口。322 pp。

ISBN978-4-904467… 01-5◆ 3,600円 (税別)。 本書は遺跡から出

土する魚骨 (顎骨)の同定手引きである。195種 の顎骨と歯

が様々な観察面から見た精密な線画で示されているので,同
定にあたって強力な味方になるのは間違いない。「絵目次」で

分類群を絵合わせで検索できる点も本書の価値を高めている.

これほど多数の顎が一同に会した類書はない。カラー写真の

華はないが,耳を澄ませると線画の向こうからいろいろな咀

疇音が聞こえてくるようだ.実 を離れ眺めているだけでも十

分に楽しめる。魚類の多様性を新たな切り口から提示した 1
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新知見紹介

富山県氷見市河り||においてオオクチバスに

捕食されていたイタセンパラ

Endangered bitterling/c力 ι;log■α:娩″sル 4gliJp滋

“
お

predated by largemouth bass Mtcrap″ r″s sαJ“θ:acs

in a r市 eち Himi City9 Toyama Prefecture,Japan

イタセンパラИεttθ J;οgnα ttπs′θttg″ Jκκおは, コイ科 タ

ナゴ亜科 タナゴ属に属する日本固有の純淡水魚である

(川 那部・水野,1989).本種は,国指定天然記念物お

よび国内希少野生動植物種に指定 され,加えて環境省

レッドリス ト (環境省,2003)において絶滅危惧 IA類

に分類されている。本種の分布は,大阪の淀川水系,濃
尾平野の諸水系,そ して富山県氷見市の2水系に限られ

ている (川 那部 ・水野 ,1989;氷 見市教育委員会 ,

2008な ど).こ れらいずれの地域においても生息地の人

為的な環境改変や生息地への外来種の侵入が生 じてお

り,本種の存続が危ぶまれている.

これら3地域のうち,富山県氷見市においては,本種

の生息状況および生態に関する現地調査に加え,地域個

体群における遺伝的多様性の解析,そ して系統保存およ

び将来の野生復帰を目指 した保護池の造成とそこでの増

殖個体の管理・研究が行われている (氷見市教育委員

会,2008な ど).そ の一環としてイタセンパラ生息河川

で実施 した生態調査において,オ オクチバスИ
"叩

た翻s

sα′
“
θJルsが捕獲 された.そ して遺伝子解析の結果,そ

の胃内容物がイタセンパラであることが示唆されたため
,

ここで報告する.

調査は2008年 9月 1日 に,富山県氷見市を流れる河川

冊と言えよう.本書は日英併記で,付録として「魚類の鰭の

棘」を含む。              (佐 々木邦夫)

Fish bioacoustics. 一―Jo Co Webb,Ao No Popper and Ro R.Fay,eds.

2008.Springer,New Yorko x市 +318 pp.ISBN798… 0… 387… 73028-2.

Springer handbook of auditory researchの 1冊 .魚が水中でいか

にして音を発 し,そ して音に反応するかをあつかった9章から

なる。形態,生理,音源の特定,行動などの分野を含む。人

工音を使用 して魚の個体群や行動のあ りさまを把握するとい

った応用的な内容 もカバーされている。1万 5000円 程度で入

手できる。 (佐々木邦夫)

で実施された.なお,河川名等の詳細については,イ タ

センパラ保護のためにここでは記さない.投網による魚

類採集を行った結果,12個体のオオクチバスが捕獲され

た.こ れと同時に,フ ナ属魚類の隠ssJtts spp"オ イカワ

乃εθθ
 ρ″″zs,そ してヤリタナゴ物καttα ルκθθθルたが捕

獲された.こ れら魚種の他,こ れまでの調査により,同
一調査地点においてイタセンパラ, ミナミアカヒレタビ

ラИεttθ Jれりα′励S″ b′確 Ji餡あκJ, タイ リクバ ラタナゴ

カ物グθtts θεθJ′α′Zs θεθ′′α′αs, モツゴ」Psθ傷グθκsbθttz′αn/α ,

夕ごモロ コ G“αttqη

"κ

θ′θκgα′zs θ′θκgα′傷s, ウキ ゴ リ

C燿観ο″わJ"S πЮ″θ4ノク, そ して メ ダ カ θ7z′αsル′″θs

′α″ιsの 生息が確認 されている (氷見市教育委員会 ,

2008な ど).捕獲 したオオクチバスについて,捕獲直後

に水から取 り上げて殺処分 した後に,研究室に持ち帰っ

た.オ オクチバスの標準体長および体重 (湿重量)は ,

83.1-142.3mmお よび16.7-83.4gであった.次に胃内容

物を検査 した結果,解析 した12個体のうち 6イ固体 (標

準体長 83.1-142.3mm)の 胃内それぞれから,魚 と判断

される物体が 1検体ずつ摘出された (図 1).それらの消

化の程度は様々であった.こ れら6イ固体において,他の

胃内容物は確認されなかった.ま た残 りの 6イ固体は空胃

であった.

胃内容物を99%エ タノールで固定 し,筋 肉と判断され

る部位から粗全 DNAを 抽出した.抽出にはGentra Pure―

gene Tissue Kit(QIAGEN社 製)を 用いた.プライマー

としてL15285(InouC et al。 ,2000)お よびH15915(Aoyama

ct al.,2000)を 用い,Yokoyama ct al。 (2008)の方法に従っ

てミトコンドリアDNA(mtDNA)シ トクロムb遺伝子領

域の部分塩基配列を決定 した.

得 られた塩基配列を日本DNAデータバンク(DDBJ)に
登録されている塩基配列と比較 した.そ の結果,3つの

検体から得 られた塩基配列 (471 bp)が ,同 じ河川から採
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図1.2008年 9月 1日 に富山県氷見市の河川で採集され
たオオクチバス (標準体長 142.3mm)の 胃内容物.遺
伝子分析の結果,イ タセンパラと判定された.頭部 (左

側)は既に消化されたとみられる.

集 されたイタセンパ ラにおける同一領域の塩基配列

(DDBJ/GenB(mk/EMBL accession numbet AB458530:

Yamazaki,unpubl.data)と 完全に一致 した.こ の配列を同

所的に生息する他のタナゴ類 と比較すると,ヤ リタナゴ

(AB108851: Hashiguchi and Tachida,unpubl.data)と  は

17.8%,タ イリクバラタナゴ(AB109009:Hashiguchi and

Tachida,unpuble data)と は 15。9%の差異が認められた .

本調査河川において同所的に生息するタナゴ類であるミ

ナミアカヒレタビラについては,mtDNAシ トクロムb遺

伝子領域の塩基配列が報告 されていない.し か し,

mtDNA 12Sリ ボソームDNA領域を用いた解析において

は,イ タセンパラとの間に明確な遺伝的差異の存在が示

されている (Okazaki et al。 ,2001).こ のため,シ トクロム

b遺伝子領域においても両種間には遺伝的差異が存在す

ると推察される.以上のことから,オオクチバスの胃内

から摘出された上記の3検体がイタセンパラであると判

断することは妥当であると考えられる.残 り3検体の塩

基配列 (285 bp)は ,オ オクチバスにおける同一領域の塩

基配列 (DQ536425:Broughton and Reneau,2006)と 99。 3%
の相同性を示 した.こ のことから, これら3検体はオオ

クチバスである可能性が高いことが示唆された.

本研究において,一時期に捕獲 した12個体のオオク

チバスによる3イ固体のイタセンパラの食害が認められた

ことについて,その捕食圧は決 して低いものではないと

考えられる.富 山県氷見市の河川において,オ オクチバ

スがイタセンパラを捕食 した事例は,これまでにも1件

の報告がある (稲村,2004).そ の報告においては,消
化の進んでいない胃内容物が,形態的特徴に基づいてイ

タセンパラであると判断された.しかし,一般に消化が

進んだ場合には,形態的特徴に基づ く種判別が困難にな

る.そのため,オ オクチバスによるイタセンパラの捕食

状況を正確に把握するために,本研究で用いた遺伝子解

析が今後重要性を増すと考えられる.イ タセンパラ保護

のために,今後 も継続的な現地調査および遺伝子解析を

行うと同時に,オオクチバスの駆除などの対策を早急に

構築および実施する必要がある.
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日本産 ゴンズイとミナ ミゴンズイ (新称 )に関する追記

Supplemental notes on two Japanese eeltail catflshes,

PJa″θs“sノCρθ
“

liC″S and」PI:4ια″″s

(SilurifOrmes:Plotosidae)

Yoshino and Kishimoto(2008)は 日本周辺のゴンズイ属

魚類 P′θ′θsπsに 2種の存在 を認め,一方は従来通 りP′θ―

ゎ sπs′Jκθα′夕s(Thunberg,1787)に 同 定 し , も う 一 方 を P

丸″κJεZSと して新種記載 した.しかし,従来2種混同じ

てP′ノκθα′zsに 常用されてきた標準和名 “ゴンズイ"を

新種の方に当てた理由については言及せず,P′ J4θαルs

に対する標準和名の提唱もしなかった.こ こで改めて2

種の標準和名 と学名を整理するために,P′θゎsasノ″θκみ

εzs Yoshino and Kishimoto,2008“ ゴンズイ"に対 して
,

P′Jκθαルs(Thunberg,1787)[=Pわ ′θS夕S ακttμ J′″rお (Bloch,

1794)]に は新標準和名 “ミナミゴンズイ"を提唱する.

両種の日本国内産の採集地点を図 1に示 した.ミ ナミ

ゴンズイは東アフリカから(Tay10r and Gomon,1986)イ

ンド・西太平洋域に広 く分布 し,沖縄諸島では普通に

130° 135°

見 られる.奄美諸島は観察機会が少なく詳細が不明だ

が,九州沿岸で両種の生態と分布について精査 した神田

猛氏 (宮崎大学)の私信によると九州ではきわめて希な

種という.本種の標準和名提唱はこのような分布特性に

因んだものである.

ゴンズイは東北地方以南沖縄諸島までの日本沿岸に広

く分布するが,八重山諸島での出現は希のようである.

日本海側では能登半島周辺海域で繁殖の可能性が示唆

されている (山本ほか,1995)が ,北限記録は水生生物

雑記帳 (2008)の 中の「秋田県産魚類目録」 と思われ

る.こ れはホームページの掲載者である男鹿水族館前館

長伊藤光機氏の私信により,1975年 と1979年 に男鹿半

島北浦で採集され,男鹿水族館に搬入されたものである

ことが確認された (写真は別産地).太平洋側では仙台

からの北限記録 (谷田ほか,1957)が あるが, きわめて

希な記録 と思われる.房総半島周辺 (加茂川産のパラ

タイプYCM―P16075や東京湾からの記録NSMT― P46624;

UODAS,2008)で は普通に見 られるようである.こ れら

の記録はすべての標本を再確認 したわけではないが, ミ

ナミゴンズイではないと推定される.

座間・藤田 (1977)は 小笠原諸島からゴンズイP α4_

140°  E

30°

N

125・                 130°  E

図 1。 Yoshino and Kishimoto(2008)に 使用されたゴンズイとミナミゴンズイの日本産標本の採集地点.ゴ
ンズイのホロタイプ (★),ゴンズイのパラタイプ (▲),タ イプシリーズ以外のゴンズイ (△), ミナミゴンズ

イ (× ).
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"
gttjJJα rJsを 記録 しているが,国立科学博物館に保存され

た小笠原産標本 [NSMT―P32783(母 島産 2標本 )と
NSMT―P35096(父 島産 1標本)]は ゴンズイとミナミゴ

ンズイのどちらとも判断しかねる標本であったことから,

今後の詳細な検討が必要と思われる.

Yoshino and Kishimoto(2008)力 靖己載 したように, ゴン

ズイとミナミゴンズイは鯉把数や垂直鰭鰭条数,お よび

脊椎骨数の基本的な計数形質において明らかに相違する

が,外部形態的には微妙な相違 しか見いだせない.第 1

点は尾鰭の背倶1起部 (origin of dorsal procurrent caudal―

■n,第 2背鰭起部のように見えるが本科魚類では第2背

鰭は存在 しない点に注意)と 臀鰭起部の前後差がゴンズ

イではミナミゴンズイと比べて小 さいことである [図 2

およびYoshino and Kishimoto(2008)の Fig。 7参照].第 2

点はゴンズイ科の汽水性の種すべてと淡水性の一部の種

に特有のdendritic organ(Lanzing,1967)が 肛門直後の泌

尿生殖孔から突出している.こ の突起物は両種に存在す

るが,先端が多分岐して房状をなす程度がゴンズイの方

がより著 しいことでミナミゴンズイと識別される [同

Fig。 2…B参照].第 3点はdendritic organを 前方 (肛門傾1)

に倒すとその基部を取 り巻 くように1対 または1枚の皮

櫂が観察 される [同 Fig。 2-C参照.HirOta(1895)の Pl.

36,Fig。 2に collarと して図示]が, ミナミゴンズイでは

体長 100 mmを 超えると皮櫂はほとんど観察されなくな

るので,大 きな個体間では識別可能になる。体色 と斑紋

には両種間に違いは認められず,淡色縦帯が黄色いもの

から白いものまで変異が見 られるが,地域差か,単なる

個体変異か,成長あるいは生理的状態による変化なの

か,全 く不明である.

しかし,どの識別的特徴 も生時は確認が困難で,生態

写真や生存個体において両種を見分けることは現在のと

ころ不可能である.こ のような新種を立てることには少

なからずためらいがあったが,問題提起 したことによっ

て,さ らなる情報が集積され,生時識別が可能になるこ

とを期待する.

Yoshino and Kishimoto(2008)が使用 した最大標本はゴ

ンズ イでは体長 217.5mmで , ミナ ミゴンズ イでは

302.Ommで あった.こ れらは普通に見 られる最大値を示

していると思われ,神 田 猛氏 もゴンズイはミナミゴン

ズイほど大 きくならないという.沖縄諸島における多 く

の観察例でも,汽水域で群れをなすミナミゴンズイはサ

ンゴ礁の礁縁部で群れをなすゴンズイより大 きい傾向が

ある.しかし,群れを離れて単独生活するゴンズイや飼

育環境下に置かれたゴンズイはミナミゴンズイと同等 ,

もしくはそれを超える大きさに達することがある.

Yoshino and Kishimoto(2008)で は謝辞において重大な

駿河湾内浦沿岸産.下段 :ミ ナミゴ

ゴンズイは酸欠状態による死亡のた
図2.上段 :ゴ ンズイのパラタイプ,NSMT― P72977,175,Omm SL,
ンズイ,IORD77… 793,170。 7mm SL,八重山諸島西表島産.ミ ナミ

め,体色が失せてしまったものである.
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誤 りがあった.坂井恵一氏は金沢水族館 (KA)か ら現在

はのと海洋ふれあいセンターに,真辺秀樹氏 は城山合産

(株)か ら現在 はキープインターナシ ヨナル (株)にそ

れぞれ転職 されてお り,元阿嘉島臨海研究所の下池和幸

氏 はKo Shimaiと 誤記 してしまった.こ の場 を借 りて心

よりお詫び申し上げます。

元東海大学海洋研究所所蔵標本 (IORD)を 国立科学博

物館 (NSMT)に移管登録 して くださった松浦啓一,篠原

現人,河合俊郎諸氏 , ゴンズイの 日本海側での分布 に

ついてお教 え頂いた新潟大学名誉教授本 間義治,男鹿

水族館前館長の伊藤光機,な らびに同館 の宇井賢二郎

諸氏 に感謝申し上げます .
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「毎月定量採集法」を用いた琵琶湖につながる

農業用水路における魚類相の

10ヵ 年モニタリング

Ten year's lnonitoring of ish fauna at a paddy neld

ditch connected to Lake Biwa with every lnonth's

quantitative sampling

環境省の重要生態系監視地域モニタリング推進事業

(い わゆる,「モニタリングサイト1000」 )が 2003年度に

開始された.こ れは,わが国の代表的な生態系を長期的

かつ定量的にモニタリングすることにより,種の減少,

種の組成の変化等,その異変をいち早く検出し,適切な

自然環境保全施策に資することを目的としている.こ の

ように生態系を長期的かつ定量的に記録する取り組みは

国際的にも実施されていて,Intemational Long Tem Rc‐

search(ILTER)や CenSus Of Marine Life(COML)な どの大

きなプロジェクトがある.

琵琶湖水系はわが国の陸水域生態系のなかで最も保全

順位の高い水域のひとつであり,将来に有効な保全施策

を立てるために生態系モニタリングが必要な水域であ

る.琵琶湖では豊かで多様な魚類を対象とした漁業が営

まれており,その漁獲統計は魚類相の変遷を知るひとつ

の手段となる.しかしながら,漁獲統計は漁獲圧がアユ

やフナ類などの産業種や,ブルーギルやブラックバス類

といった資源量抑制が図られている魚種に集中する点で

精度が低いため,単独のモニタリングデータには適さな

い.

著者らは琵琶湖につながる農業用水路において,1999

年の試行調査を含めて loヵ 年におよぶ毎月定量採集を

実施 してきた.こ の調査の結果は,農業用水路が多 くの

在来魚種の生息場や繁殖場 として重要な機能を果たして

いることを改めて示 した.結果の詳細は既報 (鈴木ほ

か,2006電 中川ほか,2007)に 譲 り, ここでは一部の

魚種の出現状況を紹介 し,加えてモニタリングを継続さ

せる際に重要なポイントについて述べる.

調査地の農業用水路は,滋賀県湖北地域に位置 し,

水田地帯を網目状に流れている.水路の側面と底面には

コンクリー トで護岸が施されており,こ のような景観は

滋賀県の他地域にみられる水田地帯のそれと大きな違い

はない.水路の用水は近隣の琵琶湖流入河川に由来 し,

下流で一部は内湖を経由して,一部は直接琵琶湖に流

入 している.魚類の採集は,農業用水路がT字 に交差す

る 1カ 所で行った.こ の水路の交差部分は,他の水路の

部分よりも掘 り下げられていることから, コンクリー ト

の底面には軟泥一砂礫が堆積 し,二枚貝類や巻貝類が豊

富に生息 している (鈴木ほか,2006a)。 調査回数および

日時は,予備調査を1999年 4月 ,5月 ,7月 およびH月
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の計 4回 ,その後 2000年 1月 から現在まで毎月1回 ,原
則として月の中旬の正午-14時 の間である.採集方法は,

タモ網を用いて2人で20分間の定量採集とした (鈴木ほ

か, 2006a).

表 1に本調査地で採集された魚類相 とその個体数情報

を示す.明 らかになったおもな現象は,ま ず,こ の調査

地はコンクリー トで三面護岸にもかかわらず,在来種を

中心とした魚類相が長期間維持されていることである.

これは,種多様度が低い既存のコンクリート水路を,在
来種が多 く出現する水路に改善する際に,本調査地の環

境条件が参考になることを示す.つ ぎに,存続基盤が脆

弱な絶滅危惧種や希少種が出現 していることである.そ

のため,当地の環境を精査することにより,種保存に効

果的な条件が見出せる可能性があることを意味する.そ

して,侵略的外来魚の出現数がきわめて少ないことであ

る.こ れは,当地周辺の水路の接続状況や流速,流量

の調査結果を整理することにより,侵略的外来魚が侵入

できにくい水路構築に役立つ .

図 1に スナヤツメとカネヒラの2000年 1月 から2008年

9月 までの個体数変動を示す.ス ナヤツメには北方種 と

南方種が存在 し (Yamazaki and Goto,1996,1997),当 地

のスナヤツメは一部の標本による形態学的分析と遺伝学

的な分析から,南方種とみられる (鈴木ほか,2006b).

スナヤツメは滋賀県版レッドリストで絶滅危機増大種に

指定されている (滋賀県生 きもの総合調査委員会 ,

2006)が ,本データからこの 10年 で減少傾向は認めら

れず,2004年 ごろからむしろ増加傾向にある (図 1).

このように,長期的かつ定量的なモニタリングは魚類の

資源量の推移を主観的にではなく,客観的に数値データ

として示すことができる.

本調査地は,コ ンクリートで三面護岸された水路であ

るが,その底面には軟泥一砂礫が堆積し,その状態が安

定的に維持されている.本調査地でのスナヤツメの増加

要因については今のところ明らかでないが,こ のような

底質環境の存在が本調査地での本種の生息を可能にし

ているものと著者らは考えている (鈴木ほか,2006a).

カネヒラも滋賀県版レッドリストで絶滅危機増大種に

指定されている (滋賀県生 きもの総合調査委員会 ,

2006)が ,本データからこの 10年 で減少傾向は認めら

れない.ま た,この農業用水路におけるカネヒラは,初

夏から初冬の特定の時期に出現し,季節によつて活発に

移動している様子がうかがえる.こ の点は,本種は遊泳

表 1.1999年から2008年現在までに記録された魚種とその個体数

種科 個体数 (%)

ハ1ビ

ドジョウ
コイ
コイ
コイ

ドジョウ
コイ
コイ

ヤツメウナギ
コイ

アユ

コイ
コイ

メダカ
コイ
コイ
コイ
コイ
ハJビ

ハ1ビ

コイ

サンフイッシュ

コイ
ハ 1ビ

コイ

カジカ

ナマズ

l. 9 
= 
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7 ) 7 ttY Phoxinus lagowskii steindachneri
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Acheilognathus rhombeus

図 1日 本調査地におけるスナヤツメ (上 )と カネヒラ

(下)の 出現個体数の季節変化 (2000年 1月 -2008年 9

月).

能力が高 くて移動範囲が広いという経験則 (長 田 ,

2003)を 強く支持している.こ のように,長期的かつ定

量的なモニタリングは魚類の生活史に有益な情報を与え

ることもある.

生態系のモニタリングには定量性を確保しつつ,継続

性を担保することがなによりも重要である.表 2に継続

性を担保するモニタリングを計画するうえでの留意点と

著者らの調査事例をまとめた.新規にモニタリング調査

を立ち上げる場合,人員, 日程,手法,予算など,調
査が将来的にも無理なく実施できる体制を整える必要が

ある.ま た,調査地周辺の漁業者,水面管理者や水田

所有者など関係者との関係を良好にしておくことも大切

である.そのうえで,過去に専門的な調査記録がある場

所や,渡 り性水鳥や両棲爬虫類が多い場所を調査地に

選んだり,先行する調査や類似する調査がある場合は統

一的な手法を採用するようにすれば,得られた情報を比

較して多面的に考察できるだろう.著者らの場合,本調

査地をモニタリング地点に選定した理由として以下の点

が挙げられる.1)一般に水田用水系は,多 くの淡水魚

類にとって代替生息場所および繁殖場所として機能して

いることが知られ,生物多様性を保全するうえで重要性

Lethenteron reissnei

輛
量
軍

月

ξ
ゃｏＲ

査

３つ　
　
調

表2.継続性を担保するモニタリング計画

項  目 調査開始にあたっての留意点 本調査における事例

サイ ト

人員

日程

手法

支出

収入

研究助成金

「日本の重要湿地500」 に選出されるなど重要
性が高い ;ア クセスしやすい (駐車スペースが
あるか等);過去に専門的な調査記録がある ;

近隣に開発計画がなく調査サイトの継続性が期
待される等を考慮する.

2名 以上とし,あ まり多くならないようにする.

特定の季節に偏らないようにする.定例調査で
は,冬季でも無理なくできる時間に設定するこ
とが望ましい.

特殊な技術を要さない手法が望ましい.

定例調査は,マ クロ・ミクロの両経済にあまり
影響されないように調査・研究をデザインする.

費用がかかる調査や分析は,研究助成金を獲得
できた場合に実施する.

複数の収入源を確保し,定例調査の継続性を担
保する.成果物の投稿および印刷に係る費用は

,

助成金とは別途準備することが望ましい.

費用対効果に配慮した,実現可能性の高い調
査・研究デザインを提案する.研究成果の社会
還元の方法について明示し,印刷媒体にて継続
的に情報開示する.数名で行う小規模なモニタ
リング調査の場合,10-50万円の事業が助成の

対象となることが多い.

琵琶湖周辺水域 (農業用水路):固有種が多
く,生物多様性が高い水域.水田用水系は魚
類の生息場および繁殖場となっており調査の

対象となる.

2-3名

定例調査統一毎月 1回 (採集20分 ,記録40分

程度),特別調査 :1回 3時間程度 (回 数不定)

タモ網を用いた2人で20分間の定量採集

年間50-130万円 (交通費,資材費の購入費 ,

測定器具のメンテナンス費,印刷費)

研究助成金 (o-loO万 円)・ 資産運用 (約 30

万円)・ 自己資金 (o-50万 円)

Takaraハ ーモニストファンド (2004年 ,2008
年),昭和シェル石油環境助成金 (2005年 ),

増進会環境研究助成金 (2004年 ),関西自然
保護機構研究助成金 (2005年 ,2006年 )
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の高い水域の 1つ であること.2)著者らが1995年 に当水

路を発見当初,コ ンクリー トで護岸された農業用水路で

あるにもかかわらず,在来種主体の豊富な魚類相を形成

していた.こ の事例は当時としては珍 しく,当水路を精

査することで,魚類の生息に適 した水路構造の解明や種

多様性が低下 した三面護岸水路の改良に向けて具体的

な提言ができるであろうと考えたからである.

モニタリング調査が軌道に乗れば,担当者の引継 ぎと

いう長期調査では避けがたい問題が発生する.数十年規

模で実施 しようとするモニタリングであれば,「初期の

システム構築」 と「次期のデータ長期収集」を別の工程

と位置づけ,それぞれの担当者を変えることも考慮 した

い.そ うすることで,調査そのものに対する「思い入れ」

の程度差が,初代 と次代の担当者間で生 じるのをいくぶ

ん解消できる.著者 らの場合,初期段階を中川が,次
期段階を浅香が,全体の統括を鈴木が主に担当すること

で,本調査に対する各々のモチベーションの偏 りを防ぎ,

ひとまず loヵ 年にわたる毎月調査の継続を可能にした.
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追 悼

天寿を全うされた石山程蔵先生を偲ぶ

日本魚類学会の設立に尽力され,本会会長を2度務め

られたほか,1985年 に第2回 インド・太平洋魚類国際会

議を日本魚類学会主催で開催するなど,本会に多大な

功績を残された石山祀蔵先生が2008(平成20)年 9月

11日 に老衰のため96歳で逝去されました.謹んで哀悼

の意を捧げたいと思います.

石山先生は1912年 8月 1日 (大正元年)に広島県三

原市の清石 (せいいし)家の三男として生を受けられ,

名前は祀造と綴られた (以下経歴の詳細は上野・坂本 ,

2002.「インタビュー 先達に聞く」.本誌,49:63-65

参照).地元の中学校を卒業後,1930-1934(昭 和 5-9)

年に農林省水産講習所養殖学科 (現 東京海洋大学)で
勉学され,卒業後は東京市立養魚場や同市水道局山口

貯水池事務所などに吏員 (=公務員)と して勤務され

た.卒業直後は肺疾患で重篤な状態にあったため (石

山,1984。 「学園緑化事始め (続 )」 .治浜,50:4-10),3

年半の自然療法によって薬を使うことなく快復されたと

言うことは,先生の信念の強さと努力家の人柄を物語つ

ている.その療養期間を含め,その後歴任された静岡県

水産試験場浜名湖分場,滋賀県彦根水産試験場を経て,

資源科学研究所 (現国立科学博物館新宿分館)時代の

10年 間 (1935-1945年 )に も,学会誌その他に淡水魚の

初期発生や生息域の環境などに関して10余編の報告を

されている.こ のことは先生が「下関水産大学校の学生

は頭を使うより体を使う方が得意なんだよ.アハハハ…」

とひやかしながらも,それで良いのだ,自 分のように現

場でたたき上げた研究こそ本物なのだと身を以て示され

たものと考えられる.

先生は1942(昭和 17)年 に所沢市山口の石山家 (当

時村長)に養子入 りされ,名前も祀造から祀蔵に改名

されている.1945年の終戦と同時に資源科学研究所を

退職され,戦争責任を感じたために退職金を辞退された

ことも先生の頑固なまでの実直さを物語つている.その

後2年 間「一文無しの三反百姓」を余儀なくされたブラ

ンクは,後に水産大学校の校庭を緑化する (治漠,49:
4-10,50:4-10)感性と技術を培われた期間であつたのだ

ろう.後に先生が「貧乏こそ最高の財産」との信念を持

たれるに至った自信抱懐の期間であつたに違いない.体
験談として「お陰で家内の歯はぜ―んぶ抜け落ちてしま

ったんだヨー」と語られる先生の形相からは強い反省の

念が感じられた.

二十世紀後半の長きに亘り日本産魚類同定のバイブ

ルと崇められた「魚類の形態と検索」の著者である松原

喜代松先生のお世話によって,石山先生は1947年に新
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故 石山祀蔵先生 (右端)と 水産大学校石山研究室最後の卒研生 (1967年 3月 .左から水産大学校現

理事長藤 英俊,一人置いて著者岸本,元水産庁弓桁正司).

設された京都大学農学部水産学科の文部技官に採用さ

れている.松原先生から「愚弟賢兄の仲」で指導を受け

られた (石山 1980「松原先生見たまま聞いたまま」.淡

水魚,6:23-32.)こ とによって魚類の分類研究に発憤興

起されたようである.1950年 には真骨魚類に関する分類

の論文も出されているが,京都大学時代の研究が「日本

産ガンギエイ科魚類の研究」として結実し,ま さにその

第一報が出版された年でもある.1951年 4月 に助手に昇

任後,10月 には農林省第二水産講習所 (翌年に農林省

水産講習所と改称)に転職されるという慌ただしい中で
,

続報を次々と発表された.本シリーズの第5/6報発行は

1955年 で,1958年 にはStudies on the rttid ishes(RttidaC)

found in the waters around Japan力 汗J行 された。これによ

り京都大学から学位が授与され,翌年には水産学会賞

が授与されている.ま た1955年 にはガンギエイ類尾部発

電器官の論文そのほかも出されており,松原先生の「魚

類の形態と検索」のガンギエイ科の部分も石山先生が執

筆されている.こ の偉大な著書完成までには分担執筆部

分のみならず様々な面でご協力され,多忙を極めたので

はないかと想像される.

ガンギエイ科の研究論文は20編以上あるが,先生に

しては決して多いとは言えないかも知れない.それは

我々学生には「下手な長文を書くのではない」と指導さ

れてきたように,入魂の作は乱発されるものではないこ

とに通 じるであろう.石原から世界の板鯛類研究者に送

られた言卜報に対する弔辞によると,Go M.Caillietは 石

山博士の学位論文は板鯉類の生物学研究におけるパイオ

ニアであり, クラシックスタンダー ドであると高 く評価

し,Mo Stehmannは石山博士の形態研究手法を見習って

自身の学位論文を仕上げたと感謝を述べている.

先生は1960-1962年 の 1年半, フルブライ ト奨学生と

してカリフォルニア大学スクリップス海洋研究所 (サ ン

デイエゴ)に留学 してC.L.Hubbs教授に師事 している.

帰国後もHubbs教授 と親密な師弟関係を保たれ,2編の

共著論文を『cOpeia』 に発表されている.そ して私ども

卒研生の指導においても常に,外国に向けて情報を発信

すべきであると力説されていた.松原先生の学位論文で

あるStudies on the scorpacnoidお hes of Japanを 引き合い

に出されて「日本人でさえこんなに立派な研究をし,ア
メリカ人に引けをとらない立派な英語を書 く人がいるん

だよ,キ ミー」と目を丸 くして話されていた.その先生

ご自身も同様に国の内外から高 く評価される論文を残さ

れたのである.

先生が留学から帰国された翌春の1963年 4月 には,農

林省水産講習所が農林省水産大学校に改称 してお り,

不肖私岸本が入学 した年でもある.エ ビ類の分類研究第

一人者 となられた元水産大学校教授の林 健一 さん
,

トラフグの養殖業界で著名な立石 健さん,寄生虫の権
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威故藤野隆博さんらの卒研指導をなさっているうちに,

1966年 には私も4年生となった.こ れまで受けてきた授

業の中で最も興味ある科目の魚類学を最も敬愛する先生

から受けていたので,迷うことなく指導を願い出た.し

かし,その初っ端から雷は落ちた.「 ひとを呼び止める

のに後から声を掛けるとは何ごとだね」と怒つたかと思

うとたちまち笑顔になって,「 ところで何の用かね.キ

ミー」である.無礼だった自分を反省しながら恐る恐る

指導を願い出ると,快 くワ|き 受けてくださつた.そ して

たった一年の直接ご指導を受けたのであるが,研究指導

はもとより人生の教訓をたくさん授かって,わが人生で

最も内容の濃い年になったのである.

まず研究態度として,一 日の仕事が終わったら翌日何

をするか計画して,机上にその準備をして帰ることであ

った.いつ見ても先生の机上が実にきれいになっていた

ことが脳裏に焼きついている.当時の自分は守れたかど

うか定かでないが,今の自分はだらしない.ま た, どん

な研究であっても生物研究の材料は正しく種を同定しな

ければならないという教えは私の学生指導でも真似させ

てもらっている.卒業研究で外国産のミシマオコゼ科魚

類に発電器官を持った種がいるが,日 本産ではどうかを

検討した.結果は “なし"であつた.無の証明は有の証

明よりも難しいという私の口癖はこの経験から生まれた

ものである.それよりも自信になったのはこの段階でミ

シマオコゼレ観θsθ″γSノ″θκJεaSと 同定される標本に明

らかに2型あることを捉えており,研究職となった時の

最初の対象種に選んでキビレミシマび′aν″J4“ぉを新種

記載できたことである.残念ながらこの種は自分自身が

関与する論文でびεttJκθκsjsの新参異名とせざるを得な

かったが,先生の教え通り,材料の同定をしっかりした

ことの証として自負しているのである.その後もいくら

かの論文を出したが,「一属一種といわれている魚は注

意しなさい」の教:え がまさに論文となったことがある.

かつて,マ ダラタルミ属Mttθわrに 2種あることを明ら

かにし, 日本産 1属 1種 と考えられていたゴンズイ属

P′θ′θsttsに も2種あることを明らかにし,一方を新種記

載したのはつい昨年のことである.

私が東海大学海洋研究所の西表分室 (現 沖縄地域研

究センター)の単身赴任を終えて1978年 に清水に戻り,

ミシマオコゼ科魚類の研究を開始した翌年に,期せずし

て石山先生が本学海洋学部の魚類学講義にみえることと

なった.わずか2年間であつたが,先生の送迎を買って

出て束の間のご指導をいただくことは何よりの楽しみで

あった。日常業務に埋もれがちな私を叱咤激励してくだ

さり,英語の苦手な自分に『Copeia』 への論文投稿の勇

気を奮い立たせてくださったのも先生で,一つの論文仕

上げまでに根気よく,何度も何度も校閲してくださった

のである.その後,先生の期待に添えるだけの仕事はで

きないまま定年退職してしまったが,多少の論文が書け

たことだけでも私にとつては大きな前進であったと,心

より感謝している.

私が卒業研究を行った年に尼岡邦夫先生が農林省水

産大学校に転任されてきたのは,石山先生が翌年 1967

年4月 には母校の東京水産大学魚類学研究室の教授とし

て転任されることが決まっていたのであろう.石山先生

は母校着任と同時に岡田弥一郎先生を支え,「 日本魚類

学会」設立に情熱を注がれ,1965年 4月 3日 にめでたく

発足に至った経過は1985年 に『楽水』の729号 に述べら

れている.「盲腸と脱腸以外にちよう (長 )には縁がな

い」と常日頃から思つてたおられた先生でも,さ すがに

魚類学会の会長だけは2期引き受けられ,専門の日本板

鰊類研究連絡会会長は名誉会長も含め長期務められた.

先生は1976年 (昭和51年 )3月 に東京水産大学を定

年退官されると同時に,同学の名誉教授に推挙されてい

る.しかし,ご自身での板鯉類研究はなく,む しろ自然

保護活動に情熱を注がれていた.水産大学校,東京水

産大学在職中から,こ とのほか学園の緑化運動を実践さ

れ (石 山,1984,1985.「 学園緑化事始め」.治浜,49:

4-10,50:4-10),定 年後は「狭山丘陵の自然を守る会」

代表,全国自然保護連合会理事長などを歴任された .

地元の自然保護活動は勿論,他県での保護活動にも積

極的に取 り組んでおられ,特にミヤコタナゴは自宅の庭

の池で繁殖させ放流されていた.こ れらの取 り組みは,

雑誌『淡水魚』や『淡水魚保護』,所属団体の会報 ,

『治浜』 (水産大学校の同窓会誌),『楽水』 (東京水産大

学の同窓会誌)な どに多く投稿されている.こ れらの事

から,退官後も魚を愛し,自 然を心から愛しておられた

ことが痛いほど伝わって来る. (文章 :岸本浩和 )

私石原は1971年 の秋に,1年半ぶりに東京水産大学に

戻った.社会科学から自然科学へ回帰するという理由で

復学した.教養課程の必修の授業の合間に専門科目も

受けてみた.それは魚類学の授業で担当教授は石山祀蔵

先生,かつて大学の自治会から「石山の岩をもひしぐ石

頭 意地の強きは意志の堅きぞ」 と落書きされたほど,

学生からは煙たがられた存在だった.授業が終わって
,

講義中に感じた疑問点を質問に行 くと,「確か君は1年

古い学生だろう」と言って何故か私の事を憶えているよ

うだった.それから,先生はキャンパスですれ違う度に

「何を勉強しているか」,「何を生き甲斐にするのか」と

声をかけて来て,一度所沢の自宅に遊びに来るように誘

った.それで,庭木の剪定を手伝うという名目で所沢市

山口の古い家に遊びに伺った.1年遅れた理由や,そ の

他人生や社会や文学の話をすると,こ ちらの発言を一言

も聞き漏らさずに熱心に聞き入り,自 分の体験談が戻っ

て来た.

それからは,アルバイトは何処に行 くべきか,何の本

を読むべきか等々よく教授室に伺って指示を仰いだ.そ

して,卒業論文は魚類学研究室で書くことになり,先生

が海鷹丸で採集して来たサンゴ海の仔・稚魚の分類をす
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ることになった.その頃は,土居健郎著「漱石の心的世

界一漱石文学における甘えの研究」を読んでいたので
,

今振 り返って私も恩師に甘えていたのだと思う.

1974年当時,石山先生のエイ類研究の後継者が突然

に研究を止めることになり,先生は身近にいた私を後継

者にする事を考えたようで,大学院に進むように指示が

あつた.4年生の夏に受験勉強をして,何 とか大学院に

進んだが,大学院 1年で先生は退官されてしまった.故
安田富士郎先生のお蔭で何とか修士論文を書き終えて,

ガンギエイ類の分類の後始末をした後に鎌倉にある児童

養護施設で働いていた.その時に先生は奥様と一緒に鎌

倉を訪ねて来られ,鎌倉八幡宮の冬牡丹を一緒に鑑賞
した.「 ここは楽しいか」という質問に,私は十分に楽

しい所だと話したが,施設の園長夫妻との会話で,何か

ちぐはぐな物を感じたようだった.

その後,私の結婚式に主賓でお迎えした先生が祝辞を

述べて下さった。「東京の大学で初めて出会った田舎の

学生, どんな事にも興味があって,放っておけば空中分

解しそうな人材」と言うお話で,「出来れば1985年 のイ
ンド太平洋魚類国際会議でカスベ類 (=ガ ンギエイ科)

の分類の世界に戻つて欲 しい」と締めくくられた.こ の

言葉に勇気づけられ,先の事も考えずに施設を退職し,

カスベ類の分類を再開した.イ ンド太平洋魚類国際会議
は無事に終わり,こ の5年後に東大で博士号を頂くこと

になった.

自らの研究が進行するにつれて,先生の論文の真価が

理解できるようになってきた。日本の魚類学は20世紀

初頭より田中茂穂,大島正満,岸上鎌吉らが欧米の形

態学を模倣して発展して来たように思う.そんな輸入超

過の魚類学の世界で,石山先生のガンギエイ科魚類の系

統分類は, 日本発の形態分類が欧米に輸出された数少

ない実例の1つ である.1920-1926年 のwH.Lci… Sharpe

の交接器の形態研究,1940-1941年 のN.Holmgrenの頭

蓋骨の形態研究,1888-1892年 のJo co Ewartの 発電器官
の形態研究は,先生の中で吸収そして咀疇され,1950
年代に日本産ガンギエイ科魚類の分類手法として定着し

た.雄の交接器だけでは不公平という事で,雌の卵殻の

形態に基づく系統解析も行われ,こ れも板鯉類研究のモ
ニュメントとなっている.そ して, 1958年 の2編の論文
のエイ類形態分析の手法が北東太平洋のMo stehmalln,

南アフリカのPA.Hulley,北西大西洋の工Do McEachran

に継承され,私 も踏襲した.ま た,板鰊類脊椎骨に現れ

る年輪を用いた年齢査定の手法は,板鯛類資源研究の

古典として永遠に留まることとなった.

私が海外の魚類学研究者との交流において,Ray
lshiyamaの 弟子であると話すと驚きと賞賛の声をもって

迎えられたのは,ま さに師の七光であったと思う.自 身
で輝 くようにとの努力の甲斐もなく,師の偉業を超えた

とは言えない現在に恥じ入るばかりである.以下は,折
に触れて聞いた師の合蓄のある言葉の数々である。

・私のようなのは大して能力もないし,才能もない.将
棋の歩が成ったようなものだ.

0研究者に必要な資質は「運・鈍・根」,一つでも欠け
ていたために大成しなかった人間を数多く見て来た.

0教授職は乞食と同じ,3日 やったらやめられんという

ものだ.

・世の中に叶って欲しいことが3つ あったとして,その

内の1つ でも叶ったら,そ れでもう十分に大きな喜び

で,2つでさえ滅多に起きることはない。3つ願いが叶

うことなど絶対にあり得ない.

・東京水産大学の教授には純粋培養が多すぎる.ハーバ

ード大学でさえ,lo%以下だ。Aが純粋培養,Bが他

大学で苦労して戻った組,Cが他大学出身者,Cが少

なければせめてBを増やしたい.

・戦争で若くして亡くなった我が子の年齢を,年老いた

母親が未だに指折り数えるという.戦争は如何なる理

由があっても起きてはならない.

このように,常 に生物学,社会,歴史,大学での研

究に日配りを怠らない先生であり,享年96歳 と約 1世紀
の激動の時代を生き抜いたのはその強い精神力の賜物で

あったのだろう. (文章 :石原 元 )

先生は,長年の研究活動 と自然保護活動が評価され
,

1985年 (昭和 60年)に勲三等旭 日中綬章を叙勲された.

その後狭山丘陵に囲まれた自然豊かな所で余生を送られ

ていた.石原が最後に先生にお目にかかったのは2004年

の8月 で暑い盛 りであった.以後は訪問しようとすると

体調が思わしくないとお断 りの言葉が帰って来たので案

じていたが,2008(平成20)年 9月 H日 に老衰のため

逝去されたとの報に接することとなった.享年 96歳だっ

たので,天寿を全うされたといっても良いであろう,14
日に密葬され,9月 23日 所沢市において神葬祭にてお別

れの会が執 り行われた.岸本 と石原 も教え子の一人とし

て,先生のご冥福を心よりお祈 りすると共にご指導に改

めて感謝申し上げた.石 山祀蔵先生,安 らかにお休み下

さい 合  掌

本追悼文を書 くに先駆け,先生の足跡調査を行った.

その際調査 と確認などにおいてご協力賜った,先生のご

長男石山 恒氏, ご長女のご主人藤 英俊氏 (水産大

学校理事長),石山研究室の先輩卒業生林 健一氏 (元

水産大学校教授),お よび水産大学校教授酒井治己氏の

諸氏に感謝申し上げます .

(岸本浩和 HirOkazu KishimOtO:〒 424-0901静 岡市清

水区三保 194-22 c― mail:hykishi@CameO.plala.0巧 p;石
原  元  Httime IShihara:〒 247-0014横 浜 市 栄 区

公田町 1020-39(株)W&I アソシエーッ c_mail:

hoishihara@wi_aSSOCiates.cojp)


