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ZS力 SC滋効 S.Fisho Sci.,61:888-889。

竹下直彦・鬼倉徳雄。2009.有 明海と川を往復するヤマノカミ

ーその生態と保全―.日 本魚類学会自然保護委員会 (編 ),

pp。 91-106.干 潟の海に生きる魚たち 有明海の豊かさと危

機。東海大学出版会,秦野.

田北 徹 。近本宏樹。1994.有明海周辺河川におけるヤマノカ

ミの分布と生活史.魚類学雑誌,41:123-129。

塚原 博。1952.ヤマノカミの生態 。生活史。九州大学農学部

学芸雑誌,12:225438。

堤 裕昭。2005。 熊本県アサリ漁業衰退とその環境要因。日本

海洋学会 (編),pp。 136-146。 有明海の生態系再生をめざし

て。恒星社厚生閣,東京 .

碓井利明。2007.潮 止め前後の諫早湾流入河川におけるヤマノ

魚類学雑誌 58(2):205206
20H tt H月 5日 発行

Fish karyotypes:a check list― 新井良一.20H o Springer,東 京.

340 pp.ISBN 978¨ 4… 431… 53876… 9.145。 95 EUR。 長年染色体研

究に携わってきた新井博士の渾身の著作である。1983年 に故 ,

小嶋吉雄博士による初の本格的な魚類染色体データベースが

出版されて以来,Vasil'ev(1985),Klinkhardt et al。 (1995)

までの約 10年 間で,掲載種数は1079種 から2277種 と,お よ

そ2倍 になった.その後今回の出版まで 15年あまりが経過し

たが,私は,細胞遺伝学のうちの核型の記載が中心の分野で

は,その時代性から,Klinkhardt et al。 (1995)以後には類似

のデータベースの出版はあるまいと思っていた。しかし本書

に掲載された種数は3425種で,増加のペースが依然ほとんど

鈍っていないことがわかる。染色体と核型分析は依然として
,

魚類研究者にとって魅力のある分野なのである。今回の出版

で興味深く,ま た意義あるところは,Table 3である。この表

のユニークなところは,各分類群 (科 ごと)の属と種の数

(Eschmeyer,2009)に ,核型分析がなされた種数を並べてい

ることである。つまり, どのグループがよく調べられている

かがよくわかる。予想通り,淡水魚,と くにコイ科がよく調

べられている (属 レベルでは81%,種 レベルでは25%).逆

に, まったく調べられていないグループもあり,著者はそこ

を繰り返し強調している。魚類は多様性に富む脊椎動物で
,

とくに真骨魚の種数は脊椎動物全体の半分以上を占める。調

べられていないグループが一日でわかるということは,魚類

または真骨魚の染色体レベルでの多様性を概観するためには
,

どこを調べればよいか,たちどころにわかることを意味する。

ソトイワシロ (ソ トイワシやギスなど)や ,ア カマンボウロ

(サケガシラやリュウグウノッカイなど)な どは,日 全体が

まったく調べられていない。もしもこれから染色体分析を志

す人が,本書を手にとって「穴」を見つけてそこを埋める研

究をすれば,魚類学の進歩におおいに貢献するだろう。本書

はそのための重要な道じるべである。惜しむらくは,本書の

カミ個体数の経年変化.海洋と生物,168:55-60。
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出版に, ウェブコンテンツがともなっていないこと。インター

ネットがこれだけ普及した今日,利用しない手はないと思う。

それに,ウ ェブコンテンツがあれば,印刷物のほうはさてお

き,データの修正,更新は容易である。ぜひ検討していただ

きたいと思う。
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Fishes of Yaku― shilna lsland― ―A World Heritage island in the

Osunli GrouP,Kagoshilna Prefecture,southern Japan― ―Hiroyuki

Motomura and Keiichi Matsuura(edS。
)。

2010。 National Museum

ofNatllre and Science,Tokyo。 宙ii+264 pp。 ,704 ngs.IsBN 978…

4… 87803中031-4.屋 久島の魚類に関する6編 の論文をフルカ

ラーで収録。各論文の タイ トル と順番 は以下の とお り。

① First records of a triplein(Tripterygiidac),動 κθηた7gJツS

力θ
“

j“θルs,■om Japan,② New records of a triplem,ル κ
`″

た7-

」夕Sルタε″ Zκε″′雰,from southem Japan(PercifOmes:T五 pterygi―

idaC),③ Distributional range extension of a scorpiottsh,■οψα
"―

οたs ,zαグriΨ Jκοs"s, in the lndo―Paciflc, and conllnents on

synonymy of S′ α″″′κκお(SCOrpaeniformes:Scorpaenidac),④

Apogonid ishes(TeleOstei:Perciformes)Of Yaku― shima lslant

Kagoshima Prefectllre,southern Japan, ⑤Annotated checklist of

marinc and estuarine nshes of Yaku… shima lslana Kagoshima,

southern Japan,⑥  Freshwater nshes of Yaku― shima lslant

Kagoshima Prefecture,southern Japan.本書ではアケゴロモヘ

ビギンポ (①の論文),ハ クテンヘビギンポ (②の論文),ア
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ツヒメサンゴカサゴ (③の論文),ア カフジテンジクダイ (④

の論文),ハ ダカリュウキュウイタチウオ (⑤の論文)の 5標

準和名が新たに提唱された.④の論文では屋久島におけるテ

ンジクダイ科魚類相を明らかにし,学名変更を含む多くの分

類学的研究成果が示されている。⑤の論文では屋久島産の魚

類に関する過去の報告や国内外の所蔵標本を網羅した上で
,

2008-2009年の採集調査の結果を含め,4500個体以上の標本

やおよそ 100枚 の水中写真に基づき合計951種が報告されて

いる (625種のカラー写真が掲載).951種のうち,463種が本

書によって屋久島から初めて記録された。これまで屋久島の

魚類相は鹿児島県本土により近い種組成を示すと考えられて

いたが,本論文によつて琉球列島のそれにより類似すること

が初めて示唆された。⑥の論文では屋久島に生虐、する32種の

淡水魚が掲載されており,外来魚の由来 (導入時期や場所

等)も 記載されている.本書は下記のサイトから自由にダウ

ンロー ドすることができる。http://www.museumokagoshima―

u. ac j p/staff/motomura/dl. html (本村浩之 )

魚類標本の作製と管理マニュアルー 本村浩之 (編著).2009.

鹿児島大学総合研究博物館,鹿児島市。70 pp。 本書は魚類

標本について,採集後の運搬から標本作製後の管理・活用ま

でを17のステップに分けてフローチャート式に解説している.

各ステップでは詳細な手順を多くの写真を用いて説明。 17ス

テップの他に5つ のInformadonコ ーナーがあり,標本撮影の

技術やフイールドでの撮影方法,標本ラベルの特性などが解

説されている.ま た,使用する道具・機器・薬品の具体的な

情報 (名称や規格等)も 記述されているため,生 き物を扱う

学校や生物関係のクラブ,環境アセス関係の会社,試験場 ,

研究所,大学など多くの機関において初めて液浸標本を作製

する際にも参考になる.現在,大学で実施されている学芸員

資格取得コースの博物館実習や博物館資料論・資料保存論の

教材として幅広く利用されている。本書は下記のサイトから

自由にダウンロードしてプリント・使用・配布することがで

きる。http://www.museum.kagoshima― u.ac.jp/staff/motomura/

dl.htinl (本村浩之)

不思議可愛いダンゴウオー佐藤長明 (写真 。文).20H.河出

書房新社,東京.80 pp.ISBN:978-4-309… 27240-5。 1,400円

(税別).本書は宮城県南三陸町の志津川湾に広がる水中の風

景と,そ こに暮らすさまざまな生物を美しい写真で紹介した

写真集である.南三陸町のダイビングサービス「グラントス

カルピン」のオーナーであり水中写真家でもある佐藤長明氏

の渾身の作品集だ。タイトルの通り本書の主役はダンゴウオ.

本種はダンゴウオ科魚類の中ではもっとも浅い海域に出現す

る小型種 (標準体長2cm程度)で,ユーモラスな体つきと表

情からダイバーの間で高い人気を誇る。志津川湾は一年を通

してダンゴウオが観察できる大変貴重なフイールドであり,

本種の繁殖の様子や成長過程などを追える本書は生態学的な

観点からも高い価値がある。さらに,志津川湾に生虐、する無

脊椎動物を含めたユニークな海洋生物の写真もみどころであ

る。著者の解説は,圧倒的な観察時間に裏打ちされており説

得力がある。純粋に写真が美しい点からも,子供からお年寄

りまで十分に楽しめる写真集と言えよう。オールカラーであ

りながら価格もお手頃な点も嬉しいポイントだ。東北の海に

は,南の海に決して負けない色鮮やかな世界が広がっている

ことに,き つと多くの読者が驚かれることだろう。北の海を

フィールドとしている人にとっては,研究者から一般の方ま

で,是非とも多くの方に見て読んでいただきたい一冊である.

本書初版の印刷は3月 20日 ,その直前に東日本大震災が起き

た。各報道機関が大々的に報じた通り,南三陸町は大津波に

よって壊滅的な被害を受けた。スタッフは全員無事だったが
,

グラントスカルピンの店舗は多くの機材とともに流失してし

まった。志津川湾内の海底環境も大きく変化しているだろう。

本書は,震災前の志津川湾の環境や生物の記録としても価値

が高い.震災にあわれた方々,そ して佐藤氏とグラントスカ

ルピンのスタッフの皆様に心よりお見舞い申し上げるととも

に,志津川湾の美しい水中風景に再び触れることができる日

が早く訪れることを願うばかりである. (阿部拓三)

知られぎる動物の世界3 エイ 。ギンザメ・ウナギのなかま―

Do Alderton(著 )/中 坊徹次 (監 訳).20H.朝 倉書店,東

京。128 pp.ISBN978-4-254-17763-3.3,570円 (税込)。 本書の

原著者David Aldertonは 英国のノンフィクション作家である。

これまで,彼の愛玩動物や自然史に関する著書は30カ 国以上

の言語に翻訳され,500万部以上の販売実績があるようだ.

本書では多様な形態を呈する魚類の中から,あ えて特異な外

部形態をもつグループをピックアップし,絵と写真でそれら

の形態および生態について詳しく記述している.紹介されて

いる魚類は,軟骨魚類の中からノコギリエイ類・シビレイエ

イ類 。ガンギエイ類・サカタザメ類・アカエイ類・トビエイ

類 ◆ギンザメ類など,硬骨魚類の中からは仔魚期にレプトケ

ファルス幼生を経るものが多く,ウ ナギ類・ハリガネウミヘ

ビ類・イワアナゴ類・ウツボ類・ホラアナゴ類・シギウナギ

類・アナゴ類・フウセンウナギ類 。タンガクウナギ類・フク

ロウナギ類・ソコギス類・トゲウナギ類などである。本書に紹

介された魚類の分布域・水域は,淡水から汽水,そ して太平

洋 。大西洋・インド洋の浅海から深海までと幅広く,本邦で

はあまりお目にかかれないものも多い。原著者が研究者では

ないためか,忠実に訳された文章からは,研究者にとって違

和感を覚える箇所も見受けられる。しかし,内容には最新の

トピックも含まれており,斬新なレイアウトおよび構成で読

者を飽きさせない。ビジュアルが綺麗で視覚的に興味を沸き

立たせる点で,一般読者向けの楽しめるサイエンス本となっ

ている。 (松原 創)


