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オガサワラヨシノボリ：海洋島における

淡水生態系の保全に向けて

Ogasawara-yoshinobori (Rhinogobius sp. BI): aspects 

of the conservation of freshwater ecosystems 

on oceanic islands

オガサワラヨシノボリRhinogobius sp. BI (Bonin Island

type) は，スズキ目ハゼ科に属する両側回遊魚で，小笠
原諸島に生息する唯一の固有淡水魚である（明仁ほか，
2000;  鈴木，2001）．そのため，自然史的遺産としての
価値が高く，小笠原諸島の河川を代表するシンボルフィ
ッシュとしても大きな意味をもつ．本種は，歴史的に分
布域が限定されている上，河川改修工事や少雨化（吉
田ほか，2006）の影響により生息場所が減少したため，
1999年に環境省レッドリストの絶滅危惧 IB類に指定さ
れた（環境庁，1999）．さらに2007年の改訂版レッドリ
ストでは，より絶滅の危険性の高いIA類へとランクが変
更された（環境省，2007）．
日本からは，これまで14種のヨシノボリ属 (Rhinogo-

bius) 魚類が知られているが，分類学的研究が著しく遅
れているため，オガサワラヨシノボリを含めほとんどの
種の学名は確定されていない（鈴木・渋川，2004;  鈴
木・坂本，2005）．しかし，本種は次の特徴の組み合わ
せですべての同属他種から区別できる：第2背鰭1棘8–9

軟条，胸鰭18–20軟条，背鰭前方鱗数7–16，縦列鱗数
32–34，脊椎骨数26，頬に朱色点が散在する，項部に数
本の暗色縦線がある，胸鰭基底上部に縦に長い暗色斑
がある，体側に暗色点が縦列する，体側背面に鞍状斑
がない，腹部は黄色である，尾鰭中央に数本の暗色横点
列がある，尾鰭基底に2個の暗色点が垂直に並ぶ．さら
に，Mukai et al. (2005) はミトコンドリアDNAを用いて
日本産ヨシノボリ属魚類の系統解析を行い，本種が長期
間にわたって日本本土や琉球列島から隔離されてきた遺
伝的背景をもつことを明らかにしている．したがって，
本種は未記載種と考えられている（鈴木，2001）．
オガサワラヨシノボリは，現在までに，父島列島に属
する弟島 1河川・兄島 2河川・父島 14河川と，母島列
島に属する母島4河川の計4島21河川から分布が確認さ
れている（鈴木，2001;  環境省，2003;  横井，未発表）．
本種は感潮域から滝の連続する上流域まで広く生息し，
主に砂礫底の淵で付着藻類や流下昆虫などを摂餌する．

産卵は淡水域で行われ，1–5月に石などの産卵基質の下
面に卵を産み付ける．卵は長径2.0 mm，短径0.7 mmの
いわゆる小卵で，孵化仔魚は全長約3.3 mmである．孵
化後，仔魚は直ちに海域へと流され，1–2ヵ月の浮遊期
を経たあと，全長15–20 mmに成長して再び河川を遡上
する．遡上は4月頃に始まり，6月にピークを迎える．
外部形態から推測された本種の生物学的最小形は雌雄
共に30 mm前後で，多くの個体は1年で成熟するようで
ある．最大全長は90 mmであるが，平均的には40 mm程
度である（環境省，2003;  Yokoi and Hosoya, 2006;  横
井・細谷，2007）．

オガサワラヨシノボリの危機的状況

河川改修・河川構造物 小笠原諸島の河川はいずれ
も小規模であるため，多くの個体が安定して生息できる
河川は一部に限られる．父島の西側は八瀬川などの大き
な河川が流れ，オガサワラヨシノボリを含む固有淡水生
物のもっとも重要な生息地域といえる．しかしこの地域
は，島民の居住区や生活道路に近く，森林伐採や河川
改修などが急速に進められ，河川環境が著しく悪化し
た．特に中流域は，川幅の拡張工事により河道が直線
化されたため，河川水が伏流して流路が分断されている
場所や，三面コンクリート護岸によって河床が平坦化し
ている場所も見られる．
渇水 小笠原諸島の気候は亜熱帯性および海洋性と
いう特徴をもち（岡，1989），1年を通じて高温である
が，年間降水量は約 1,300 mmと少ない（吉田ほか，
2006）．そのため河川は常に渇水傾向で，通常，河口部
は閉塞している．夏季にはその程度が著しく，オガサワ
ラヨシノボリの生息する一部の河川では，全流程にわた
って水が完全に干上がる場所も見られる．このような河
川環境において，両側回遊魚の孵化仔魚の流下や，稚
魚の海域から河川への新規加入は，降雨の影響を強く受
けている．実際，降雨後に海域と連結した河口部では，
オガサワラヨシノボリの遡上稚魚が多数観察される．こ
のことから，遡上期の河川水量と降雨条件は，稚魚の新
規加入にきわめて重要な環境条件といえる．
父島返還後（1969–2000年）の年間降水量は，戦前

（1907–1943年）に比べて約20%少なくなり，明らかに
少雨化が進行している（吉田ほか，2006）．このことか
ら，将来，河口閉塞期間が長期化することによって稚魚
の新規加入の頻度や量が減少し，個体群の機会的な絶
滅リスクが増大する危険性があるので，定期的な分布調
査と主要個体群のモニタリングの継続が必要である．
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外来種 有人島である父島と母島では，国際自然保
護連合 (IUCN) の定める世界の侵略的外来種ワースト
100に挙げられているコイCyprinus carpio・カダヤシ
Gambusia affinis・グッピーPoecilia reticulata・モザンビ
ークティラピアOreochromis mossambicusが生息し，在来
種の摂餌生態や忌避行動などに影響を及ぼしている可能
性が考えられる．とくにモザンビークティラピアは河口
部付近で本種の遡上稚魚を捕食している可能性があり，
詳細な調査が必要である.

乏しい遺伝的多様性 魚類の集団内の遺伝的多様性
は，一般に個々の生息地が地理的に隔離された純淡水
魚で低く，海産魚で高い傾向を示す．そして，両水域を
利用する遡河回遊魚は，それらの中間的な値をとること
が知られている (DeWoody and Avise, 2000)．マイクロサ
テライト遺伝標識から推定されるオガサワラヨシノボリ
の遺伝的多様性は，沖縄島に生息する両側回遊型のア
ヤヨシノボリR. sp. MOや絶滅危惧種である河川陸封型
のアオバラヨシノボリ R. sp. BBよりも低い値を示す
（Ohara et al., 2005;  横井，印刷中）．つまり，本種は両
側回遊型の生活環をもつにもかかわらず，遺伝的多様性
が低い．よって，生息地の消失や分断化が，今後，致
命的な遺伝的劣化を引き起こす危険性がある．
採集圧 レッドデータブック（環境省，2003）におい

て，研究者による採集圧が本種の存続を脅かしている原
因として挙げられているが，現在ではこの問題は解決さ
れている．小笠原では，これまでに一部の愛好家による
希少植物や昆虫などの乱獲が問題となってきたため，本
種を含む淡水生物も乱獲される危険性があり，捕獲規制
等の対策も検討する必要がある．

保全への緊急課題

回遊・移動経路の確保 オガサワラヨシノボリを初め
とする小笠原諸島の淡水生物は通し回遊型の生活環を
基本とするため，河川と海域の連続性はきわめて重要で
ある．しかし，河川は恒常的に水が不足し河口閉塞して
いる．さらに，少雨化の進行や河川改修工事などにより
河口の閉塞期間は増加しているように思われる．本種の
繁殖期・遡上期は1月から7月頃まで続くと推定されて
いることから（横井・細谷，2007），定期的に河口部の
土砂を除去し，流下や遡上機会を確保するなどの対策が
必要である．また，再生産や稚魚の定着にきわめて重要
なこの時期にはとくに，流路を分断する改修工事は回避
すべきである．
仔稚魚の成育環境の保全 小笠原諸島の河川には

中・下流域的な河川形態はほとんど見られず，感潮域の
範囲がきわめて狭い．しかし，わずかながら存在する感
潮域で着底前の浮遊仔魚が確認されていることから（横
井・細谷，2007），一般的に仔魚の成育場と考えられる
沿岸域と同様に，これらの地域も成育場として重要な役
割を担っていると推測される．乾燥化の進行する小笠原

諸島では，河口閉塞期間の長期化は今後避けられない事
態であり，沿岸域や感潮域も仔稚魚の成育場としてモニ
タリングする必要がある．
保全河川の指定 絶滅危惧種を従来の生息地で長期

的に保護する場合，保全地域を指定することが有効であ
る．小笠原諸島では，オガサワラヨシノボリをはじめ，
在来淡水生物のほとんどが通し回遊を行うことから，河
口から源流までの河川全体を保全地域に指定することが
必要である．それらを設定するためには，対象生物が存
続可能な環境条件を明らかにし，候補となる生息地を評
価して保全すべき河川の優先順位を決定する必要があ
る．優先順位を検討するにあたっては，オガサワラヨシ
ノボリ以外の魚類，オガサワラカワニナ Stenomelania

boninensisやオガサワラヌマエビParatya boninensisなど
他の絶滅危惧種の生息状況も加味して総合的に判断し
なければならない．オガサワラヨシノボリの生息状況に
ついて考えた場合，生息数，遺伝的多様性，河川規模
などの点から，父島の八瀬川は保全河川としての優先順
位がきわめて高く，早急な保全地域への指定が望まれ
る．
系統保存 長期的な種の保護において，生息地での

維持・管理はもっとも重要な課題であるが，その基盤と
なる生態学的情報の蓄積が不十分な場合が多い．そのた
め，近い将来絶滅が危惧される種に対しては，野外での
絶滅に備え，系統保存システムを早急に確立することが
求められる（WRI et al., 1992;  細谷，2002）．オガサワ
ラヨシノボリは室内繁殖や仔稚魚の飼育が可能であり，
また，遺伝子資源の保存に有効な精子の凍結保存技術
も開発されている（横井・細谷，2005;  Yokoi et al.,

2008）．本種の保護対策として保存系統を確立する場合
には，将来的な生息地への放流や継続飼育による遺伝的
多様性の減少も考慮し，対象個体群の選定や管理個体
数なども含めて計画的に準備・実施することが必要であ
る．

保全対策や活動

ダム浚渫工事における対策 近年行われた母島の玉川
ダム（農業用ダム）の浚渫工事では，ダム湖内や周辺に
生息する希少生物への影響を把握するため，東京都と
NPO法人小笠原自然文化研究所によってモニタリング
調査が行われた（小笠原自然文化研究所，2006, 2007）．
事前モニタリングとして，様々な生物種を研究している
複数の研究者へのヒアリングや，鳥類および水生生物の
分布調査が実施され，オガサワラヨシノボリを含む複数
の絶滅危惧種の生息が確認された．そこで水生生物への
対策として，ダム湖を3つの区画に分け，もっとも上流
側の1区画を水生生物の保存水域とした．また，浚渫す
る二区画は，一区画の排水・浚渫時にもう片方に湖水
を貯めて水生生物の一時的な生息域を確保した．さら
に，ダムの排水時に排水口より流下するオガサワラヨシ



シリーズ・Series 69

ノボリに対しては，工事を実施した建設会社の作業員に
より救護捕獲が実施された．得られた救護個体は，ダム
個体群が死滅した最悪のケースに備えるストックとし
て，大型水槽に収容し飼育管理された．実際，これらの
ストックを必要とする事態は回避できたが，救護・飼育
するという行為が工事関係者に対してオガサワラヨシノ
ボリへの関心を促す結果に繋がり，ふだん保全意識をも
ち難い一般的な関係者に絶滅危惧種の存在を普及する
効果もあったと考えられる．工事終了後も複数回の事後
モニタリングが実施され，その結果，オガサワラヨシノ
ボリの生息密度は，事前および事後モニタリング間で大
きな変化は見られず，工事以前と同様の状態で維持され
ていることが明らかとなった（小笠原自然文化研究所，
2008）．このような一連の保全・モニタリングプロセス
は，将来同様の工事が企画される際の参考資料として重
要である．
世界自然遺産への登録 現在小笠原諸島では，世界
自然遺産への登録を目指し，行政や民間により各種の自
然再生に関する取り組みが計画・実施されている．淡水
生態系に関わる事業は，特に小笠原諸島固有のトンボ類
について行われてきたが，オガサワラヨシノボリを含め
たその他の淡水生物についても具体策の検討が始まって
いる．
以上のように，オガサワラヨシノボリをはじめとする
淡水生物の保護に対する配慮が，行政・島民・研究者
の協力の下，徐々に具体化され始めている．河川と海域
を行き来する回遊魚を生息地で長期的に保護するために
は，異なる環境の連続性や生息場所として利用する広範
な地域を保全しなければならないが，実際には河川や沿
岸域等，それぞれの地域を管理する行政は所轄が分断化
されている．しかし，本種を生息地で保護するためには，
各地域を管理する複数の行政の意向を取りまとめ，調整
するシステムが必要である．また，集団遺伝解析の結果
に基づく保全単位の検討から，オガサワラヨシノボリの
保護対策は島単位で実施することが望ましく，さらに父
島では東・西集団の少なくとも2つ以上の管理単位を設
定することが必要である（横井，印刷中）．父島西部は
本種の生息地としてきわめて重要な地域であるが，人為
的影響を強く受けている．よって，この地域を保全する
ためには環境改変や外来種の影響を定量的に把握し，そ
れらの解決に向けた具体的対策をとることが必要であ
る．さらに，現在生息個体数が多く，高い遺伝的多様
性を示す本地域のオガサワラヨシノボリ集団は，遺伝子
資源の保存対象として最適であることから，系統保存計
画も平行して実施するべきである．
居住地域から離れた父島の東部あるいは母島の中部や
北部，無人島である弟島や兄島では，工事による環境破
壊などの影響は少ないと思われるが，渇水の影響は深刻
である．近年，小笠原諸島の多くの河川で渇水が問題
となっているが，過去と比べて河川水量がどの程度減少
したかを推定することは難しく，その原因も特定されて

いない．しかし，これらが在来植生の消失と外来植生へ
の置換にともなう保水力の低下に起因するのであれば，
植生回復を視野に入れた流域全体の保全が必要である．
一方で，少雨化の進行は北太平洋島嶼の全体的な特徴
として報告されており（飯島ほか，2005），地球規模で
の環境変化に起因している可能性も考えられる．そのよ
うな場合，系統保存技術の必要性は急速に増すことが予
想されるため，今後はその技術の改善やそれらの利用も
含めた具体的かつ包括的な保全の取り組みが実現される
ことを強く望みたい．
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琉球列島の中卵型ヨシノボリ属2種：島嶼の河川で

進化してきたヨシノボリ類の保全と将来

Two landlocked Rhinogobius species in the Ryukyu 

Archipelago: conservation and the future of 

gobies endemic to isolated rivers

琉球列島には，2種のいわゆる中卵型のヨシノボリ類，
キバラヨシノボリとアオバラヨシノボリが生息している．
前種は琉球列島の，後種は沖縄島の固有種である（明
仁ほか，2000;  川那部ほか，2001）．両種とも琉球列島
の河川内で生活史を完結する種であり，その分布域はき
わめて限定的で，生活基盤も脆弱である．そのため，い
ずれの種も環境省および沖縄県のレッドデータブックで
絶滅危惧 IB類（岩田，2003;  立原，2005a）に，さらに
キバラヨシノボリは，鹿児島県のレッドデータブックで
絶滅危惧 I類（岸野・米沢，2003）に指定されている．
ここでは，保全の前提として不可欠である両種の生物学
的諸特徴と個体群の現状および将来に向けての保全策に
ついて論じる．

キバラヨシノボリRhinogobius sp. YB

形態的特徴　キバラヨシノボリは，最大標準体長約
70 mmのヨシノボリ属の淡水魚である．眼の前端から吻
と眼の下から上顎後端にかけて各1本の明瞭な赤色縦帯
が走る．沖縄島数久田川産の個体では，後者の赤色縦
帯がとくに太く，きわめて明瞭である（図1上）．胸鰭
基部に三日月状の1暗色斑紋があり，体側に途中で途切
れる褐色縦線が走る．頬部に小赤色斑が散在する個体
が多く，体側の鱗には橙色の縁取りがある．頬部の小赤
色斑は，西表島産の個体でとくに顕著である（図1中）．
婚姻色は，雌雄ともに第1，第2背鰭の縁辺が橙色を帯
びた黄色となり，雌の腹部が鮮やかな橙黄色を呈する．
胸鰭条数は20本以下である．本種の尾鰭の斑紋や初期
の発育パタンには，島嶼間で差が認められ，奄美大島・
徳之島個体群と沖縄島・西表島個体群の違いが指摘さ
れている (Kon and Yoshino, 2003)．本種は，両側回遊型
のクロヨシノボリRhinogobius sp. DAを祖先種として琉
球列島で独自に種分化したと考えられ（Katoh and

Nishida, 1994;  西田，1994），かつ陸封種であるため移動
能力が限定されていることから，島嶼間における形態
的・遺伝的差異はきわめて興味深い．近年，このような
島嶼間におけるヨシノボリ属の進化に関しては，分子遺
伝学的研究を中心にさまざまなアプローチが試みられて
おり（青沼ほか，1996;  青沼ほか，1998;  Mukai et al.,

2005; Ohara et al., 2008など），今後，さらなる進展が期
待される．
分布と生息場所の特徴　キバラヨシノボリは，琉球列
島の固有種であり，北から順に奄美大島，加計呂麻島，

図1．沖縄島産キバラヨシノボリ（上），西表島産キバ
ラヨシノボリ（中），沖縄島東海岸産アオバラヨシノボ
リ（下）．
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徳之島，沖永良部島，沖縄島，久米島，石垣島，西表
島に分布する（立原・諸喜田，1997;  立原・平嶋，
1998a）．本種は，広葉樹林に囲まれ，自然度が高く，
瀬と淵のメリハリが明瞭な河川の中流から上流域に生息
し，比較的規模の小さな河川にも生息している．西表島
では同属のヒラヨシノボリRhinogobius sp. DLと同所的
に生息するが，その場合にはキバラヨシノボリが主に淵，
ヒラヨシノボリが主に瀬にすみわけている．まれにクロ
ヨシノボリ（藤本ほか，2000）やシマヨシノボリRhino-

gobius sp. CB（立原，未発表）と同所的に分布すること
もあるが，通常，人為的な撹乱を受けたダム湖の上流河
川以外で他のヨシノボリ類と分布が重なることは少な
い．沖縄島では本種の生息している河川は，河川規模の
大小にかかわらず，いずれも生息域の下流に周縁性魚類
や他のヨシノボリ類が遡上しにくい形状の滝があること
が特徴である．キバラヨシノボリが生息する河川の滝は，
数久田川の轟の滝（図2）のように，水が空中を落下す
る形状のものが多い．落差が大きい滝でも水が岩肌を流
れ落ちる形状の場合には，その上流にクロヨシノボリが
遡上し，キバラヨシノボリは確認されないことが多い
（立原，2005b）．
生活史の特徴　本種は，河川陸封型の生活史をもつ．

沖縄島では，雌の生殖腺指数の平均値は，3–6月に高い
値を示す．雄では，3月に生殖腺指数が最も高くなり，
雌に比べ長期間にわたって高い値を示すものが現れる
（児玉・立原，未発表）．産卵は，比較的流れが緩やか
な淵の石の下で行われ，石の下面に長径4.3 mm，短径
1.4 mmの紡錘形の卵を生みつける．生み出された卵は，
孵化まで雄親が保護し，約7日（水温20°C）で孵化す
る．孵化仔魚の体長は 5.3 mmで，大きな卵黄をもつ．
沖縄島の仔魚は，孵化後7日で卵黄を吸収し，脊索末端
の上屈が始まり，背鰭と臀鰭の原基が形成される．孵化
仔魚の体色は，黄色を呈し，大きな淵の表・中層を遊
泳している．着底には，約3週間を要する（平嶋・立原，
2000）．この河川内における浮遊期の長さが，本種の生
息河川を制限していると考えられ，この時期に捕食者の
いない環境が強く要求される．また，奄美大島のものは，
孵化時の発育段階が沖縄島のものより進んでいる（四宮
ほか，2005）．このような個体群による孵化直後の発育
段階の違いが，沖縄島における本種の生息河川を限定し
ている可能性も示唆される．さらに，沖縄島のある河川
には，卵径と孵化仔魚の大きさが従来のキバラヨシノボ
リよりやや小さい個体群も見つかっている（水野・立原，
2001）．今後，各島嶼の個体群の初期生活史を綿密に再
検討し，その多様性を失わないような保全策を立てる必
要性がある．
各個体群の現状　奄美大島の1河川と西表島の個体群
は，比較的良好に保たれており，個体数も多い．ただし
奄美大島の場合，生息数の多い1河川を除く他の生息地
の個体群は，規模が小さく，環境変化や採捕による減少
が危惧されている（岸野・米沢，2003）．沖永良部島と
加計呂麻島の個体群については，ほとんど情報が得られ
ていない．徳之島の個体群は，日本本土からオイカワが
移入されたため，壊滅的な打撃をこうむっているという
（岩田，1997）．また，秋利神川のダム建設に伴う水量
の減少や環境悪化などの影響も強く憂慮される．
沖縄島の個体群は，年変動が大きいうえ，主生息地
の1河川では，砂防ダムの上流に砂礫の堆積が進み，淵
が浅くなり，瀬が消失するなどいわゆる“砂川化”が進
行したことにより，15年前に比べ生息個体数の減少が懸
念されている．キバラヨシノボリは，鑑賞魚業者などに
よる採集圧も高いと推測され，早急に保護対策を講じる
必要がある．また，数久田川の上流に灌漑用ダムの建設
が予定されており，着工後の個体群の存続が憂慮され
る．この問題に関しては，筆者と事業主体である名護市
の間でダムの必要性や規模・構造および運用方法など多
角的な視点から協議が続けられている．久米島の個体群
は生息河川が限られている．しかも生息地の下流部には
地下ダムが建設され，そのダム湖内でブルーギルLep-

omis macrochirusが繁殖していることから，今後の個体
群の動向に気を配る必要がある．石垣島の個体群は，ダ
ムの建設により，本種の個体数が激減しており，個体群

図2．名護市数久田川轟の滝．滝の上流域にキバラヨシ
ノボリが生息している．
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の存続が危ぶまれている（岩田，1997）．
本種の生息地に関しては，沖縄島の各地で頻繁に行
われている環境アセス調査では，胸鰭条数のみでキバラ
ヨシノボリと同定されている例も多く，河川陸封型の生
活史をもつ個体群であるか確かめられていないことも多
い．このような報告書は，情報の正確さに関係なく，独
り歩きする傾向があり，本種の分布情報を混乱させる一
因ともなっている．今後，生活史の確認を含めて，本種
の分布を改めて精査することが急務である．
生存を脅かす具体的な要因と保全対策　キバラヨシノ

ボリは，その分類学的位置づけが未確定であるばかりで
なく，島嶼間の個体群の具体的な関係も明らかとなって
いない．とくに河川陸封種であるキバラヨシノボリの保
全は，その島嶼間の遺伝的・形態的変異を十分考慮し，
各島嶼の生息河川ごとに対策を講じることがきわめて重
要である．しかし，残念ながら本種の社会的認知度は，
きわめて低く，生息地周辺の地域住民さえ，その存在や
希少性をまったく知らないのが現状である．希少種の生
息環境の保全には，地域住民の積極的な保護への参加
が重要な役割をもつ．今後，本種の保全を進めるうえ
で，地域住民への啓発がきわめて重要であり，現在，名
護市の生息場所の周辺地域において住民に対するキバラ
ヨシノボリ保全のための勉強会が計画されている．
本種は，河川陸封型ヨシノボリとしてアクアリストに
珍重され，ネット上で売買されている例も多く，観賞魚
業者などによる乱獲も懸念されている．数年前，西表島
の浦内川のカンピレーの滝付近の淵からキバラヨシノボ
リのみが消えたことがある．この淵では著者自身，業者
と考えられる採集者と遭遇したことがあり，採集圧によ
る減少の可能性が強く示唆された．鹿児島県では，キバ
ラヨシノボリを平成15年3月に施行された「鹿児島県希
少野生動植物の保護に関する条例」により,県内全域で
捕獲，殺傷，損傷禁止，さらに違法に捕獲された個体
の所持，譲り渡し，譲り受け禁止とし,これらに違反し
た場合，罰則が適用されている（鹿児島県，2003）．こ
のような規制よる希少種の保護は，社会への啓発的側面
からも重要な意味をもつ．ただし実際は，十分な監視体
制が取られているわけではなく，その有効性に問題が残
るのが現状である．沖縄県の個体群についても同様の保
護対策を講じ，かつ実効性のある運用を行う必要性があ
り，今後検討すべき緊急の課題である．
一方，石垣島のキバラヨシノボリ個体群は，個体数が

激減し，現在では最上流部の大きな淵にわずかに確認さ
れるのみとなっている．主な減少要因としては，ダムの
建設にともなう生息場所の消失に加え，新たに創出され
たダム貯水池に両側回遊型個体群が陸封された結果，
シマヨシノボリとクロヨシノボリがキバラヨシノボリの
生息域に多数侵入したことが挙げられる．前述のように，
本種が生息している名護市の数久田川には，灌漑用ダム
の建設計画（2011年着工予定）が進行中であり，この

水域のキバラヨシノボリ個体群の将来が危惧されてい
る．この河川は，沖縄島の典型的なキバラヨシノボリ個
体群が安定して生息している場所であり，また西島
(1968) が初めて中卵型を確認した場所であることから
も，その保全が強く望まれる．また，恩納村周辺の小河
川からも本種の生息が確認されているが，いずれの河川
も環境改変が著しいうえ，水質の悪化も懸念されつつあ
る．これら河川の多くは，上流部が米軍施設内にあるも
のが多く，かろうじて環境が保全されている状態である．
なお，それらの河川のひとつが，建設中の沖縄大学院大
学（仮称）の敷地内を流れており，今後，注意深いモ
ニタリングが必要である．
河川陸封型のヨシノボリは，仔稚魚期に河川内で浮遊

期を過ごすため，本来の生息地には本種の仔稚魚を捕食
する魚類は生息していない．ところが，キバラヨシノボ
リが生息する沖縄島の安波川水系床川には，パールダニ
オDanio albolineatusが侵入，定着している．パールダニ
オは床川の渓流域に広く分布し，動物食の餌を積極的
に捕食することから，本種の仔稚魚にとって大きな脅威
となる可能性がある．また，名護市の河川では，キバラ
ヨシノボリの生息水域にグッピーPoecilia reticulataやソ
ードテールXiphophorus helleriなどが定着しており，外
来種が及ぼす影響についても懸念される．

アオバラヨシノボリ Rhinogobius sp. BB

形態的特徴　本種は，最大標準体長約40 mmの比較
的小型のヨシノボリ属魚類である（図1下）．眼の前端
から吻に向けて赤褐色線が走る．体側に途中で途切れる
褐色縦帯がある．体色は，透明感のある淡褐色の地色
に橙色の縁取りのある鱗が並ぶ．雄の第1，第2背鰭，
臀鰭は，淡い橙色で，背鰭縁辺には黄色を帯びた縁取
りがある．成熟した雌の腹部は，青色を呈する．体側の
斑紋は，雌雄ともに他のヨシノボリ類に比べて不明瞭で
ある．胸鰭条数は，通常20以下のことが多い．本種は，
琉球列島の固有種である両側回遊型のアヤヨシノボリ
Rhinogobius sp. MOを祖先種として琉球列島で種分化し
たと考えられており（Katoh and Nishida, 1994;  西田，
1994），小型個体では両種の識別は難しい．
分布と生息場所の特徴　沖縄島北部の固有種である．
本種は，沖縄島の西海岸では，北から国頭村の1河川，
大宜味村の3河川，名護市の3河川，今帰仁村の2河川，
読谷村の1河川，東海岸では，国頭村の2河川，東村の
5河川，名護市の1河川，宜野座村の1河川，金武町の
1河川で生息が確認されている（立原・平嶋，1998b）．
沖縄島における南限は，読谷村の河川である．しかし，
この水系のアオバラヨシノボリは，最近確認されておら
ず，個体群が維持されているかどうか懸念される．
アオバラヨシノボリは，同じ中卵型のキバラヨシノボ
リとは異なり，比較的勾配の緩やかな河川の中流から上
流に分布している（立原，2005b）．両側回遊型のクロ
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ヨシノボリ，アヤヨシノボリ，シマヨシノボリと同所的
に分布し，淵のような緩流部に生息する．沖縄島の西岸
と東岸の個体群は，遺伝的に異なる個体群である可能性
が示唆されており (Ohara et al., 2005)，河川ごとの保全
対策が必要である．また，沖縄島におけるキバラヨシノ
ボリとアオバラヨシノボリは，連絡水路で繋がれたダム
湖の上流水系以外で同所的に生息することはない．ダム
湖の上流河川のみで両種が混在することから，本来は別
の河川に生息していた両種が，ダム湖の連絡水路を通じ
て他の水系に移動した結果，2種が同所的に生息する水
域が現れたものと推察される．現在，塩屋湾に建設中の
大保ダムの試験湛水が終了後，福地ダムと導水路で繋
がると福地ダム側から魚類の移動が想定されるため，事
前，事後を通した両水系の継続的なモニタリングが望ま
れる．
生活史の特徴　河川陸封型の生活史をもつ．本種の
産卵期は，4–9月で，流れの緩やかな淵の石の下に長径
4.3 mm，短径1.5 mmの紡錘形の卵を生みつける．生み
出された卵は，孵化まで雄親に保護され，約7日（水温
20°C）で孵化する．孵化仔魚は，標準体長5.8 mmで卵
黄をもつが，すでに脊索末端が上屈し終わり，尾鰭が完
成し，背鰭と臀鰭の原基も出現している（平嶋・立原，
2000）．孵化仔魚は，体色が黄色で大きな淵の中，上層
を遊泳している．日齢3で卵黄を完全に吸収し，日齢11

で着底し始める．本種の浮遊期は，キバラヨシノボリに
比べ短い．
本種は，雑食性で動物性餌料としては主に陸上昆虫
とトビケラ目の幼虫を摂餌し，カワゲラ目幼虫，甲虫目
や双翅目の幼虫も利用する（平嶋・立原，2006）．
生息場所の環境変化と各個体群の現状と保護対策

アオバラヨシノボリは，広葉樹林に囲まれた自然度が
高く，比較的水量の多い河川の中流から上流に生息し
ている（立原，2005b;  平嶋・立原，2006）．仔稚魚は，
増水時には大きな淵の岸近くの流のゆるい浅い場所に滞
留している．比較的高密度で生息している河川もあるが，
生息河川が沖縄島の北部に限られていることから，その
生息基盤は極めて脆弱である．本種の主要な生息地のひ
とつであった羽地大川の個体群は，2005年に供用開始
した羽地ダムの建設により，その生息地の大部分が水没
した．上流部の個体群もクロヨシノボリやシマヨシノボ
リの進出にともない，急激に個体数が減少しつつあり，
その未来が危惧されている．中卵型のヨシノボリ類は，
ダムのような巨大な止水域の出現によって，他のヨシノ
ボリ類をはじめとする両側回遊型のハゼ科魚類が陸封さ
れると，個体数が激減する可能性がきわめて高い．この
ような状況から， 2009年度から試験湛水が始まり，
2010年度より供用が開始される大保ダムの上流域に棲
息するアオバラヨシノボリ個体群の動態についても慎重
かつ持続的なモニタリングが望まれる．
また，最も多くのアオバラヨシノボリが生息していた

名護市の1河川では，約20年の間に生息地がやや上流
側に移動する傾向が認められている（岩田，1981;  平
嶋・立原，2006）．さらに，2008年にこの河川で行った
調査によると，少なくとも3年前には多数のアオバラヨ
シノボリが生息していた砂防ダムの直上域（平嶋・立
原，2006;  緒方・立原，未発表）にグッピーが侵入して
おり，アオバラヨシノボリは，全く確認されなかった．
従来，アオバラヨシノボリの稚魚が生息していた岸より
の淀みや砂州の浅瀬に多数のグッピーが群がっていたこ
とから，本河川におけるアオバラヨシノボリの減少は，
グッピーとの競合の結果である可能性も示唆される（立
原，未発表）．グッピーが侵入していないこの河川の上
流部には，まだアオバラヨシノボリが生息しているが，
今後の動向に十分注意をはらう必要がある．同時にグッ
ピーとアオバラヨシノボリの関係については，早急な調
査と対策の検討が求められる.

キバラヨシノボリと同様，本種もインターネット上で
の売買が確認されており，マニアや観賞魚業者による乱
獲の抑止策を早急に講じる必要がある．アオバラヨシノ
ボリは，比較的勾配の緩やかな河川に生息していること
から，生息域へのアクセスが容易な場所が多く，乱獲の
危険にさらされやすい．本種についてもキバラヨシノボ
リ同様，地元住民の関心はきわめて薄く，その存在を認
識していない人が大部分である．筆者は，名護市の源河
小学校や国頭村の奥小学校で河川に生息する希少魚に
明関する教育活動を行ってきたが，子供や教員のみなら
ず，希少種の生息する流域の住民に対する草の根的な啓
発活動の必要性を強く感じている．
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生物系統地理学　種の進化を探る．―ジョン・Ｃ・エイビス

（著）．西田　睦・武藤文人（監訳）．2008．東京大学出版会，

東京．xii+303pp．ISBN978-4-13-060219-8．7,600円（税別）．

本書は，J. C. Aviseの2000年の著作Phylogeography—The his-

tory and formation of species（以下原著）の全訳書である．

Phylogeography「系統地理学」は，新しく生じつつあった概

念と研究分野を定義し明確化するために，Aviseらが作り出し

1987年に公表したタームである (Avise et al., 1987)．この研究分

野は，本書第1章の最初に示されているように，「遺伝子の系

列，とくに近縁種間や種内の系列の，地理的分布を決定する原

理と過程」を明らかにすることを目的としている．おおざっぱ

に言うと，種内の個体レベルでの系統関係を推定し，それを地

理的な分布情報と重ね合わせることで，現在の分布が形成され

るに至った過程を研究するものである．1980年代初めまでに，

母系遺伝で組換えが起こらず，変異蓄積が速く種内に多型が多

いという特徴を持つミトコンドリア (mt) DNAの性質が明らかに

された．このmtDNAをマーカーとして用いることにより，種内

構造の研究は，それまでの個体群を最小単位とした断面的分析

から，個体（の遺伝子型）をOTU（操作的分類単位）とした系

統的・歴史的分析に発展することができ，系統地理学の基礎と

なった．新しいが現在極めて活発に成長している分野であり，

特に分布や移動が制限されて明確な地理的パターンを示す淡水

魚においては多くの研究が行われている．Ichthyological Re-

searchでもいくつもの報告がなされているほか，2003年度年会

時のシンポジウムテーマの一つとして取り上げられたり，魚類

学雑誌の総説中で詳しく紹介されたり（渡辺ほか，2006）する

など，魚類学会会員にもなじみが深くなりつつあるのではない

だろうか．原著は，系統地理学の提唱者がこの分野の歴史，理

論から応用までをまとめ，発展の基礎固めをした名著である．

第1章「系統地理学の歴史と対象範囲」および第2章「個体

群統計学と系統学の関連」では，上述したような系統地理学が

確立されるに至る歴史，その扱う対象と目的とするところ，背

景となる理論的枠組みについてわかりやすく紹介されている．

本分野の研究で頻繁に用いられる入れ子状（階層）クレード分

析 (Nested Clade Analysis) についても詳しく説明されている．

第3章「人類の研究から学ぶ」，第4章「ヒト以外の動物―そ

の種内パターン」では，ヒトおよびその他の動物に分けて，種
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ICHTHYO–the architecture of fish–X-rays from the Smithsonian

Institution. —S. Comer and D. Klochko. 2008. 189 pp.

ISBN978-0-8118-6192-2. $35.00 US.本書は魚類のエックス線

写真集である．墨色の紙の上に白く浮かび上がる骨のシルエ

ットはカラフルな図鑑や生態写真集とは対照的である．シン

プルさ故に新鮮で，魚の骨格系の美しさに興味をもつ人がで

てくることを期待させる．写真ページの合間にはアインシュ

タインやヘンリー・ソローの名言を織り込み叙情的な雰囲気

を醸しだす一方で，米国自然史博物館の研究者であるLynne

R. Parentiによるスミソニアンの魚類コレクションの解説など

研究者や教育者にとっても有用な情報が組み込まれている．

軟エックス線写真は同博物館魚類部門技術スタッフのSandra

J. Raredonによって撮影された．被写体の情報も巻末にまとめ

られているので，資料的価値も高い． （篠原現人）
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内における系統地理学的研究の多くの実例が図版を伴って紹介

されている．魚類については，淡水魚，海水魚，通し回遊魚に

分けて事例が示されており，生活史型と系統地理的構造の深さ

との関係についても述べられている．第4章の最初では，系統

地理的パターンを，遺伝子系統樹の形とその地理的分布によっ

て5つのカテゴリーに分類した上でそれぞれの成り立ちを解説し

ており，実際の研究データを理解するのにとても役立つ．

第5章「系譜の一致」は，系統地理学的研究のおもしろさが

最も明確に現れているところかもしれない．前2章では，主に

単一種のなかでの系統パターンの例が示されていたが，ここで

は同じ地域に分布する複数の分類群を対象として系統地理学的

分析を行い，分類群間での系統パターンの一致を検出し，それ

らに共通の影響を与えたであろう歴史上の生物地理学的事象に

ついて考察する．系統間の分岐の深さに分子時計を用いて時間

軸を与える試みもなされる．系統パターンの一致の例として，

米国南東部に分布する淡水魚のいくつもの種において，東西二

つの大きな系統群が共通して見出されることなどが紹介されて

いる．

第6章「種分化過程と拡張された系譜」では，まず種概念に

ついて，系統地理学的見地からの検討がなされている．種内レ

ベルにおける遺伝子系統樹と合着理論の考え方を用いれば，深

刻に対立しているように見える生物学的種概念と系統学的種概

念との間の橋渡しができることが示されている．さらに，系統

地理学的分析を高次の分類群に適用し，より古い歴史的事象に

ついての検討に拡張できることについても述べられている．

本書は，基本的に原著に忠実に従った全訳書である．原著が

2000年出版と，既にある程度時間が経過してしまったものであ

り，非常に進展の早い活発な研究分野であるだけに，内容が今

では古くなってしまっているのではと心配する向きもあるかも

しれない．確かに原著出版の効果もあってか系統地理学的な知

見は近年加速度的に集積しつつあり，第3章，第4章等で紹介

されている研究例は今や多少古くなっているようにも思える．

しかし，系統地理学の成長は順調な発展であり，原著出版後に

概念上の大きな構造転換があったわけではない．すなわち，系

統地理学の背景と理論を理解し，自然界に見られる様々な系統

地理パターンの解釈方法を学ぶという原著の価値は現在でもま

ったく損なわれておらず，今後も第一級の教科書としての位置

を保ち続けるものと思われる．このような，分野きっての重要

書籍を和文で読めるようにした本書の価値は非常に高く，系統

地理学への入り口を多くの人に向けて大きく広げることになる

だろう．個体群構造や種分化，生物地理等の研究に現在関わっ

ている者にとって必携なのはもちろん，分類学，進化学，生態

学，行動学，保全生物学など関連諸分野の研究者にとっても分

野の間をつなぐ新たな発想を求めることのできる極めて有益な

書であると感じる．これら諸分野を含む広い意味での自然史的

研究に興味を持つ学部学生や院生にとっても将来の指針を与え

るものとなるはずであり，ぜひとも一読をお勧めしたい．最初

から順番に読んでいくと第2章の理論的背景のあたりが飲み込

みにくくちょっと嫌になってしまう危険性もあるが，そのよう

なときは一旦飛ばして第4章や第5章に紹介されている実際の研

究例を先に見て，系統地理学的概念を用いるといかにおもしろ

い研究ができるのかを実感してもらうのがいいかもしれない．

本書には，原著では不完全であった生物名の索引が和名，学

名ともに充実した形で掲載されている．様々な研究事例の詳し

い紹介が本書の価値の一つであることを考えると，生物名から

事例を検索するのが容易になったのはありがたい．また，原著

の目次は各章のタイトルしか書かれていない実に簡素なもので

あったが，本書では各節・小項目にまで番号が振られ目次の充

実がはかられている．どこに何が書かれているのか目次を見れ

ばすぐにわかるので，何かの折りに気になったところを読み返

す場合など，教科書的利用に非常に便利である．また，読み出

す前に目次を見るだけで全体の構成をつかむこともできるため，

周辺分野の研究者などで本書を通読する余裕がない場合でも必

要なところだけを抜き出して読むことが可能である．

系統地理学では，coalescence, lineage sortingなど，ややなじ

みが薄く日本語に訳しにくい用語も多く用いられる．本書では

それぞれ合着，系列選別という訳をあてているが，今後本書が

系統地理学の教科書として用いられることで，これらの訳語の

安定化と定着，浸透にもつながるのではないかと思われる．

（中山耕至　Kouji Nakayama：〒 606–8502 京都市左京区北白

川追分町　京都大学フィールド科学教育研究センター　e-mail:

nakayama@kais.kyoto-u.ac.jp）
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新知見紹介

富山県氷見市河川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 Acheilognathus longipinnis

predated by largemouth bass Micropterus salmoides

in a river, Himi City, Toyama Prefecture, Japan

イタセンパラAcheilognathus longipinnis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Micropterus

salmoides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

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Carassius spp.，オイカワ
Zacco platypus，そしてヤリタナゴTanakia lanceolata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 Acheilognathus tabira jordani，タイリクバラタナゴ
Rhodeus ocellatus ocellatus，モツゴPseudorasbora parva，
タモロコ Gnathopogon elongatus elongatus，ウキゴリ
Gymnogobius urotaenia，そしてメダカ Oryzias latipes

latipes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，
83.1–142.3 mmおよび16.7–83.4 g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個体（標
準体長83.1–142.3 mm）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個体において，他の
胃内容物は確認されなかった．また残りの6個体は空胃
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 (Inoue et al., 2000)およびH15915 (Aoyama

et al., 2000) を用い，Yokoyama et 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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Jaws of bony fishes 硬骨魚類の顎と歯．―山崎京美・上野輝彌

（著）．2008．アート&サイエンス工房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

嚼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

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. —J. C. Webb, A. N. Popper and R. R. Fay, eds.

2008. Springer, New York. xiv�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）
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集されたイタセンパラにおける同一領域の塩基配列
(DDBJ/GenBank/EMBL accession number; 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, unpubl. 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個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．

謝　辞

本研究を進めるにあたり，富山大学の田中　晋名誉
教授，魚津水族館の稲村　修氏には有益なご助言を賜
った．氷見市の方々には多くの情報を提供していただい
た．富山大学理学部の大学院生および学生の皆さんに
は，現地調査に際し多大なご協力をいただいた．各氏に
対し，この場を借りて厚く御礼申し上げる．
本調査および標本の取り扱いは，文化庁および環境省
から許可を得て実施した．また，野外調査および遺伝子
解析の一部は，水産庁増殖推進部および独立行政法人
水産総合研究センターの平成20年度漁場環境・生物多
様性保全総合対策委託事業により行った．
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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142.3 mm）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．
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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 catfishes, 

Plotosus japonicus and P. lineatus

(Siluriformes: Plotosidae)

Yoshino and Kishimoto (2008) は日本周辺のゴンズイ属
魚類Plotosusに2種の存在を認め，一方は従来通りPlo-

tosus lineatus (Thunberg, 1787) に同定し，もう一方をP.

japonicusとして新種記載した．しかし，従来2種混同し
てP. lineatus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. lineatus

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，Plotosus japoni-

cus Yoshino and Kishimoto, 2008“ゴンズイ”に対して，
P. lineatus (Thunberg, 1787) [�Plotosus anguillaris (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 (Taylor 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

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-P 16075や東京湾からの記録NSMT-P 46624;

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. an-

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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guillaris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-P 32783（母島産 2標本）と
NSMT-P 35096（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) が記載したように，ゴン
ズイとミナミゴンズイは鰓耙数や垂直鰭鰭条数，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

点は尾鰭の背側起部（origin of dorsal procurrent caudal-

fin，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（肛門側）
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
褶が観察される［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を超えると皮褶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 217.5 mmで，ミナミゴンズイでは
302.0 mm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

図2．上段：ゴンズイのパラタイプ，NSMT-P 72977, 175.0 mm SL, 駿河湾内浦沿岸産．下段：ミナミゴ
ンズイ，IORD77-793, 170.7 mm SL，八重山諸島西表島産．ミナミゴンズイは酸欠状態による死亡のた
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ョナル（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K. Shimoji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．

引用文献

Bloch, M. E. 1794. Naturgeschichte der Ausländischen Fische, Part

8. J. Morino, Berlin, IV�174 pp., pls. 361–396.

Hirota, S. 1895. On the dendritic appendage of the urogenital papilla

of a siluroid. J. Coll. Sci., Imper. Univ. Tokyo, 8: 367–380. 

水生生物雑記帳．2008．秋田県産魚類目録（伊藤光機個人ホー
ムページ： ht tp: / /www3.ocn.ne . jp /~kmitoh/zaturoku2/

mokuroku/aa_mokuroku.html（参照 2008-10-31）．
国立科学博物館魚類研究室．2008．UODAS．国立科学博物館
ホームページ： http://research.kahaku.go.jp/zoology/uodas/

index.html（参照 2008-8-5）．
Lanzing, W. J. R. 1967. A possible relation between the occurrence of

a dendritic organ and the distribution of the Plotosidae (Cyprini-

formes). Pac. Sci., 21: 498–502. 

谷田専治・堀田秀之・菅波晋一郎．1957．松島湾の魚類相に
ついて．日本水産学会東北支部会報，8(1/2): 1–10.

Taylor, W. R. and J. R. Gomon. 1986. Plotosidae. Pages 160–162 in J.

Daget, J.-P. Gosse and D. F. E. Thys van den Audenaerde, eds.

Check-list of the freshwater fishes of Africa. Vol. 2. ISNB, Brux-

elles.

Thunberg, C. P. 1787. Museum naturalium Academiae Upsaliensis

. . . Praeside C. P. Thunberg, etc., Part 1. Upsaliae, Mus. Acad. Up-

saliensis, 32 pp. 

山本邦彦・松村初男・坂井恵一．1995．石川県の海産魚類
(II)．のと海洋ふれあいセンター研究報告，(1): 9–15. 

Yoshino, T. and H. Kishimoto. 2008. Plotosus japonicus, a new

eeltail catfish (Siluriformes: Plotosidae) from Japan. Bull. Natl.

Mus. Nat. Sci., Ser. A, Suppl., 2, 1–11.

座間　彰・藤田　清．1977．小笠原諸島産魚類目録．東京水
産大学研究報告，63(2): 87–138.

（岸本浩和　Hirokazu Kishimoto：〒424–8601 静岡市清
水区折戸3–20–1 東海大学海洋学部水産学科　e-mail:

hykishi@cameo.plala.or.jp；吉野哲夫　Tetsuo Yoshino：
〒 903–0213 沖縄県西原町千原　琉球大学理学部海洋
自然科学科　e-mail: b985005@sci.u-ryukyu.ac.jp）

魚類学雑誌
56(1): 80–83

「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 monitoring of fish fauna at a paddy field 

ditch connected to Lake Biwa with every month’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，International Long Term Re-

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10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，2006a;  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ヵ所で行った．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–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11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–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，季節によって活発に
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

科 種 個体数 (%)

ハゼ トウヨシノボリ Rhinogobius sp. OR 1784 (23.1)
ドジョウ シマドジョウ Cobitis biwae 1565 (20.3)
コイ タモロコ Gnathopogon elongatus elongatus 1141 (14.8)
コイ オイカワ Zacco platypus 664 (8.61)
コイ カネヒラ Acheilognathus rhombeus 648 (8.40)
ドジョウ ドジョウ Misgurnus anguillicaudatus 354 (4.59)
コイ カワムツ Zacco temminckii 338 (4.38)
コイ アブラハヤ Phoxinus lagowskii steindachneri 239 (3.10)
ヤツメウナギ スナヤツメ Lethenteron reissneri 167 (2.17)
コイ ヤリタナゴ Tanakia lanceolata 166 (2.15)
アユ アユ Plecoglossus altivelis altivelis 137 (1.78)
コイ ギンブナ Carassius auratus langsdorfii 123 (1.60)
コイ ニゴロブナ Carassius auratus grandoculis 84 (1.09)
メダカ メダカ Oryzias latipes 49 (0.64)
コイ ウグイ Tribolodon hakonensis 42 (0.54)
コイ ビワヒガイ Sarcocheilichthys variegatus microoculus 41 (0.53)
コイ タイリクバラタナゴ Rhodeus ocellatus ocellatus 38 (0.49)
コイ アブラボテ Tanakia limbata 38 (0.49)
ハゼ ウキゴリ Chaenogobius urotaenia 36 (0.47)
ハゼ ドンコ Odontobutis obscura obscura 34 (0.44)
コイ カマツカ Pseudogobio esocinus esocinus 8 (0.10)
サンフィッシュ オオクチバス Micropterus salmoides 5 (0.06)
コイ コイ Cyprinus carpio 3 (0.04)
ハゼ ヌマチチブ Tridentiger brevispinis 2 (0.03)
コイ ヌマムツ Zacco sieboldii 2 (0.03)
カジカ ウツセミカジカ Cottus reinii 1 (0.01)
ナマズ ナマズ Silurus asotus 1 (0.01)

合　計 7710 (100)
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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

図 1．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）．

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 「日本の重要湿地500」に選出されるなど重要 琵琶湖周辺水域（農業用水路）：固有種が多
性が高い；アクセスしやすい（駐車スペースが く，生物多様性が高い水域．水田用水系は魚
あるか等）；過去に専門的な調査記録がある； 類の生息場および繁殖場となっており調査の
近隣に開発計画がなく調査サイトの継続性が期 対象となる．
待される等を考慮する．

人員 2名以上とし，あまり多くならないようにする． 2–3名

日程 特定の季節に偏らないようにする．定例調査で 定例調査統一毎月1回（採集20分，記録40分
は，冬季でも無理なくできる時間に設定するこ 程度），特別調査：1回3時間程度（回数不定）
とが望ましい．

手法 特殊な技術を要さない手法が望ましい． タモ網を用いた2人で20分間の定量採集

支出 定例調査は，マクロ・ミクロの両経済にあまり 年間50–130万円（交通費，資材費の購入費，
影響されないように調査・研究をデザインする． 測定器具のメンテナンス費，印刷費）
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．

収入 複数の収入源を確保し，定例調査の継続性を担 研究助成金（0–100万円）・資産運用（約30
保する．成果物の投稿および印刷に係る費用は， 万円）・自己資金（0–50万円）
助成金とは別途準備することが望ましい．

研究助成金 費用対効果に配慮した，実現可能性の高い調 Takaraハーモニストファンド（2004年，2008
査・研究デザインを提案する．研究成果の社会 年），昭和シェル石油環境助成金（2005年），
還元の方法について明示し，印刷媒体にて継続 増進会環境研究助成金（2004年），関西自然
的に情報開示する．数名で行う小規模なモニタ 保護機構研究助成金（2005年，2006年）
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．
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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10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禮藏先生を偲ぶ

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禮藏先生が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，
名前は禮造と綴られた（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）」．滄溟，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っ
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，名前も禮造から禮藏に改名
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っている．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（滄溟，49:

4–10, 50: 4–10）感性と技術を培われた期間であったのだ
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ったに違いない．体
験談として「お陰で家内の歯はぜー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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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 rajid fishes (Rajidae)

found in the waters around Japan が刊行された．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．石原から世界の板鰓類研究者に送
られた訃報に対する弔辞によると，G．M． Cailliet は石
山博士の学位論文は板鰓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，M. 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
ディエゴ）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 scorpaenoid fishes 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

故　石山禮蔵先生（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）．
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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」と怒ったかと思
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，快く引き受けてくださった．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”であった．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Uranoscopus japonicus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U. flavipinnis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U. chinensis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Macolor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
Plotosus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年間であったが，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っ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ょう（長）には縁がな
い」と常日頃から思っ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
鰓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，ご自身での板鰓類研究はなく，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」．滄溟，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，
『滄溟』（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禮藏
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–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
あった．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）
の分類の世界に戻って欲しい」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W. H. Lei-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J. C. Ewartの発電器官
の形態研究は，先生の中で吸収そして咀嚼され，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，これも板鰓類研究のモ
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M. Stehmann，
南アフリカのP. A. Hulley，北西大西洋のJ. D. McEachran

に継承され，私も踏襲した．また，板鰓類脊椎骨に現れ
る年輪を用いた年齢査定の手法は，板鰓類資源研究の
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

Ishiyama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含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．
・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．
・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，10%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
究に目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11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．石山禮藏先生，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 e-mail: hykishi@cameo.plala.or.jp；石
原　元　 Hajime Ishihara：〒 247–0014 横浜市栄区
公田町 1020–39（株）W&I アソシエーツ　e-mail: 

h.ishihara@wi-associates.co.jp）


