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こっていることを示唆している．
しかしながら，現段階では田沢湖産のクニマスの

DNAパターンが把握されていないことから，これ以上
の考察をすることは困難である．今後，山梨県水産技術
センターが西湖の「クニマス」の人工授精・ふ化放流を
行った個体について，その遺伝的特徴とともにスモルト
の出現率，海水耐性などの調査を行う必要がある．そし
て，その研究結果が明らかになれば，この「クニマス」
と田沢湖産のクニマスの関係を検討する上で興味深い資
料となるであろう．また，西湖の「クニマス」について
は，その産卵場所の特定やその環境条件，稚魚・未成魚
の確認，さらには同所的なヒメマスを含めた集団構造の
解析が必要であろう．
 3 ．保全：予防的視点から考える
西湖で見出された「クニマス」が，今後のさらなる調

査によって田沢湖に由来するクニマスであると確定され
る可能性があることから，現時点でそれを予防的視点か
ら保護・管理を適切に行う必要がある．その際，本栖湖
と西湖は山梨県内で地理的に近いばかりでなく，この両
湖に生息する「クニマス」には遺伝的に異なる特徴もあ
り得ることから，相互に個体を移殖しないよう十分に注
意する必要がある．また，クニマスは田沢湖だけの固有
種であったことから，西湖の「クニマス」を安易に他の
水系に移殖・放流しないように規制するとともに，将来
的に再導入の要望が秋田県の地元等から出された場合に
も，単にイベント的な保護対策とならないように，移殖
先の環境条件やヒメマスとの交雑の可能性等を含めて慎
重に検討する必要がある．
なお，これらの論点とは別に，今後の西湖の「クニマ

ス」等を対象とした研究においては，「クニマス」の再
発見者（グループ）のプライオリティーに十分な配慮を
しながらも，広く，さまざまな分野の研究者（グルー
プ）にも「クニマス」標本や調査・観察の機会等が与え
られることが，クニマスの生物学的実態の解明や保全に
役立つはずであるという指摘もあった．
最後に，今回の市民公開講座は山梨県立博物館と山梨

県水産技術センターによる全面的な協力と諸準備によっ
て実施することができたものであり，両機関の職員の皆
さまに厚くお礼申し上げる．
本市民公開講座の要旨集（1部 500円）については若

干の余部があるので，購入を希望される方は庶務幹事宛
にその旨ご連絡いただきたい．
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魚類学雑誌：投稿規定の改訂についてのお知らせ

魚類学雑誌の投稿規定の一部が 2012年 6月 1日付で
改定されました．

旧：1.著者：著者の少なくとも 1名は日本魚類学会の会
員でなければならない．
新：1.著者：著者の少なくとも 1名は日本魚類学会の会
員でなければならない．ただし、編集委員会が認めた場
合はその限りではない．

以上のように「ただし」以下が追加されました．これ
は論文以外の後付記事（会員通信など）の著者を主眼に
おいての改定です．魚類学会の会員にとって重要な種々
の情報が，必ずしも会員によってのみもたらされるとは
限りません．著者を会員に限定することによって，か
えって会員の利益が損なわれる場合も想定されます．非
会員を著者として認めることで，会員へのサービスがよ
り向上することもあるでしょう．たとえば弔文などの場
合，会員・非会員の枠をこえて故人をもっともよく知る
方に執筆をお願いするのが，故人を偲ぶ上で自然である
と考えられます．現段階では後付記事を念頭においてい
ますが，論文についても，編集委員会の判断に基づき、
会員以外の著者に投稿を依頼できる可能性を将来に託す
点も配慮内であること，申し添えます．後付記事あるい
は論文にせよ，会員の利益を第一に考え，投稿の可否が
判断されることは申し述べるまでもありません．
 （日本魚類学会編集委員会）
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2013 年度年会のお知らせ

　2013年度年会の予定をお知らせします．詳細は 2013年 4月に
出版される魚類学雑誌 60巻 1号に掲載します．
　期　日：2013年 10月 3日（木）–10月 6日（日）
　　　　　3日　編集委員会・評議員会
　　　　　4–6日　研究発表会・シンポジウム
　会　場：宮崎観光ホテル
　　　　　〒 880–0865 宮崎県宮崎市松山 1丁目 1–1

シンポジウム・セッションの申し込みについて

　2013年度年会でシンポジウムまたはセッションを計画されて
いる会員は下記の要領で申し込み書類を作成し，電子メールで
担当庶務幹事までお送りください．会場および日時の制約上多
数の申し込みがある場合には調整を計りますので，あらかじめ
ご了承くださるようお願いします．なおセッションとは，シン
ポジウムのように 1日を費やすほど大規模ではないが，年会参
加者に関心の高いトピックを同じ時間帯に集め，1–2時間（1時
間あたり最低 3人の講演者）を限度に，より突っ込んだ議論を
しようというものです．コンパクトなテーマの際に是非ご活用
ください．
申  込  先：〒 501–1193 岐阜市柳戸 1–1

　　　　　岐阜大学　地域科学部
　　　　　日本魚類学会庶務幹事　向井貴彦
　　　　　TEL: 058–293–3027　FAX: 058–293–3008

　　　　　e-mail: tmukai@gifu-u.ac.jp

必要事項：（1）和文標題，（2）英文標題，（3）企画者氏名，（4）
趣旨説明（1000字以内），（5）演者と演題，（6）連絡
先住所・氏名（電話，ファックスおよび e-mail）．な
お，標題や演者・演題は暫定案でも結構ですが，内
容が明瞭にわかるようにしてください．ただし，実
施時の内容と大きく異なる暫定案を作成することは
避けてください．

申込締切：2013年 1月 31日

2012 年度年会

　2012年度年会が 2012年 9月 21日（金）–9月 24日（月）に
水産大学校において開催され，以下の会合があった．

1．2012 年度第 2 回編集委員会

　9月 21日（金）12:00–14:30に編集委員 9名が出席して 2012年

度第 2回編集委員会が開かれた．

2．2012 年度第 1 回評議員会

　9月 21日（金）15:00–17:00に評議員 28名（他に委任状 14名）
が出席して開催された．議長には立原一憲氏が選出された．議
事は以下の通りで，報告，答申，および来年度活動方針案は原
案通り採択された．（1） 2011–2012年度会務報告；（2） 2011–2012

年度編集報告；（3） 2011年度決算報告，同監査報告；（4） 2012

年度総会以後および 2013年度活動方針；（5） 2013年度収支予
算；（6） 自然保護委員会からの報告；（7） 学会賞選考委員会（担
当庶務幹事）からの報告；（8） 日本魚類学会史委員会からの報
告；（9） 標準和名検討委員会からの報告；（10） 電子情報委員会
からの報告；（11） 男女共同参画委員会からの報告；（12） 日本分
類学会連合に関する報告；（13） 自然史学会連合に関する報告；
（14） 東京湾環境研究委員会に関する報告；（15） 第 9回インド・
太平洋魚類国際会議に関する報告；（16） 会則，細則，会計規則
の改正に関する検討；（17） 会費滞納者への学会誌追加発送費負
担に関する検討；（18） 会員名簿廃止に伴うマイページの会員情
報活用に関する検討；（19） 名誉会員の推薦；（20） 今後の年会開
催予定（2013年度：宮崎大学，鹿児島大学総合研究博物館（共
催）；2014年度：神奈川県立生命の星・地球博物館，横須賀市
自然・人文博物館（共催）；2015年度：近畿大学）；（21） その他
2012年度の評議員 MLの回答状況について．

3．2012 年度第 1 回総会

　9月 22日（土）11:15–12:00．出席者 102名．議長には立原一
憲氏が選出された．議事は以下の通りであった．（1） 2011–2012

年度会務報告；（2） 2011–2012年度編集報告；（3） 2011年度決算
報告，同監査報告；（4） 2012年度総会以後および 2013年度活動
方針；（5） 2013年度収支予算；（6） 自然保護委員会からの報告；
（7） 学会賞選考委員会（担当庶務幹事）からの報告；（8） 日本魚
類学会史委員会からの報告；（9） 標準和名検討委員会からの報
告；（10） 電子情報委員会からの報告；（11） 男女共同参画委員会
からの報告；（12） 日本分類学会連合に関する報告；（13） 自然史
学会連合に関する報告；（14） 東京湾環境研究委員会に関する報
告 ;；（15） 第 9回インド・太平洋魚類国際会議に関する報告；
（16） 会則，細則，会計規則の改正に関する検討；（17） 会費滞納
者への学会誌追加発送費負担に関する検討；（18） 会員名簿廃止
に伴うマイページの会員情報活用に関する検討；（19） 名誉会員
の推薦；（20） 今後の年会開催予定（2013年度：宮崎大学，鹿児
島大学総合研究博物館（共催）；2014年度：神奈川県立生命の
星・地球博物館，横須賀市自然・人文博物館（共催）；2015年
度：近畿大学）；（21） その他　なし．

4．日本魚類学会賞授賞式および奨励賞受賞講演

　9月 22日（土）12:00–12:30に日本魚類学会賞奨励賞受賞講演
がおこなわれた．論文賞は下記の 2論文が受賞した．
 ・Kano, Y., Y. Kawaguchi, T. Yamashita and Y. Shimatani (2010).  

Distribution of the oriental weatherloach, Misgurnus anguillicaudatus, 
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in paddy fields and its implications for conservation in Sado Island, 

Japan.  Ichthyological Research, 57: 180–188.

 ・高田未来美・立原一憲・西田　睦（2010）.  琉球列島におけ
るフナの分布と生息場所：在来フナと移殖フナの比較 .  魚類
学雑誌 , 57: 113–123.

　奨励賞は安房田智司氏が受賞し，「魚類の多様な繁殖戦略のさ
らなる理解に向けて：進化・行動生態学的アプローチ」のタイ
トルで受賞講演が行われ約 160名が参加した．

5．2012 年度第 2 回自然保護委員会

　9月 22日（土）12:30–14:30に自然保護委員会委員 18名が出
席して 2012年度第 2回自然保護委員会が開かれた．

6．研究発表会・シンポジウム

　口頭発表第 1会場・第 2会場・ポスター発表会場に分かれて
一般 147題，高校生 5題の研究発表が行われた．参加者は開催
期間を通じて 298名（内当日参加 56名）であった．シンポジウ
ム「バイカル湖におけるカジカ類の起源，適応放散と種分化」
には 124名が参加した．

7．懇親会

　懇親会は 9月 22日（土）18:30–20:30にシーモールパレスで
202名の参加者で盛大に開催された．

8．オークション

　年会会場では書籍等のオークションが行われ，学会オーク
ションでは 239,169円，インド・太平洋国際魚類会議のオーク
ションでは 373,510円の基金を得ることができた．学会オーク
ションには酒井治己様，後藤　晃様，吉郷英範様，谷口順彦様，
菊池慎一様，向井貴彦様（寄贈順）から，またインド・太平洋
国際魚類会議のオークションには本村浩之様，松浦啓一様，木
村清志様，川那部浩哉様（寄贈順）から所蔵品を寄贈していた
だいた．

9．評議員会・総会抜粋資料

　会員数（7月 31日付け退会・8月 1日付け入会現在）

2011–2012 年度編集報告
（1）投稿論文
　　2011年：144編（英文誌 98編，和文誌 46編）
　　投稿論文内訳
　　英文誌：分類 17；系統 3；形態 13；行動 7；生態 20；稚魚

7；遺伝 20；生理 5；その他 6

　　和文誌：分類 5；系統 0；形態 1；分布 10；行動 2；生態

2；稚魚 3；遺伝 1；生理 1；その他 21

　　2012年 8月 28日現在（英文誌）および 27日現在（和文
誌）：92編（英文誌 68編，和文誌 24編）

　　投稿論文内訳
　　英文誌：分類 15；系統 3；形態 3；行動 8；生態 13；稚魚

3；遺伝 15；生理 8；その他 0

　　和文誌：分類 6；系統 0；形態 1；分布 2；行動 2；生態 2；
稚魚 3；遺伝 0；生理 1；その他 7

（2）原稿受付から出版までに要する日数（原著論文）
　　英文誌（58巻 1号から 59巻 3号まで）
　　受付から出版までの日数
　　最短期間：82日；最長期間 994日；各号の平均期間 238日

（58巻 3号）から 328日（58巻 4号）
　　和文誌（58巻 1号から 59巻 2号まで）
　　受付から出版までの日数
　　最短期間：121日；最長期間 691日；各号の平均期間 232日

（59巻 2号）から 409日（58巻 2号）
（3）魚類学雑誌の投稿規定が，編集委員会が認めれば非会員の

投稿を認める方向で改定された（2012年 6月 1日改定）．

2012 年度年会以降の活動方針
（1）評議員会，総会の開催
（2）年会の開催：宮崎大学
（3）外国会員の明確化と外国会員向けサービスの整備
（4）会費・超過ページ代滞納の削減
（5）学会 HP（特に英文 HP）の刷新
（6）平成 25年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費・国際

情報発信強化）申請
（7）平成 25年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費・市民

公開講座）申請，市民公開講座の開催
（8）会員名簿冊子版の作成廃止
（9）関係団体，機関等への協力
（10）経費の削減

2012 年度第 1 回（通算第 21 回）自然保護委員会議事録

　日　時：2012年 7月 15日（日）9:30–12:00

　場　所：山梨県立青少年センター　第 3会議室
　出席者（順不同）：細谷，瀬能，後藤，酒井，小早川，前畑，

渡辺，杉山，工藤，神田，淀，向井，加納

議　題

 I ．公開シンポジウム

　（1）クニマス市民公開講座についての総括
　　（1）–1　参加者は 161名で，マスコミ 5社の取材があった．

開催後の感想として，多くの委員からは「クニマスの実
態と保全について様々な見解があることを示すことがで
きた」との意見が出された．一方で，「市民にかかわりに
くい議論もあった」と指摘する意見もあった．

　　（1）–2　このシンポジウムの内容は，魚類学雑誌のシリー
ズ「日本の希少魚類の現状と課題」で扱う． 

　　（1）–3　収支決算について早急に幹事会に報告する．
　（2）平成 25年度公開シンポジウムに向けて

会 員 種 別 2011年 2012年 増　減

個人
一般会員 1048 1061 +13
学生会員 112 92 –20
外国会員 71 68 –3

名 誉 会 員 8 7 –1
団 体 会 員 80 76 –4
賛 助 会 員 1 1 －

計 1320 1305 –15
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　　（2）–1　課題の選定
　　　　「希少淡水魚の再導入」（コンビーナー：渡辺）が次回

のテーマとして採用された．このシンポの意義として，
最近の再導入の好事例（シナイモツゴ，イタセンパラ，
イトウなど）とともに，「生物多様性の保全をめざした魚
類の放流ガイドライン」を広く啓発することが挙げられ
た．

　　（2）–2　日時と場所
　　　　日時は 2013年夏または年会時，場所は未定．
　　（2）–3　その他
　　　　科研費を申請する場合には，渡辺と小早川が中心と

なって進める．プログラムの具体的内容（演題・役割分
担・時間配分など）は，渡辺が次回委員会までに作成す
る．

II．委員会再編

　現委員長・副委員長が平成 25年度に退任し，それまでに次期
候補を検討することが承認された．

III．第 20 回委員会（2011 年 10 月 1 日）以降の活動報告と対応

　（1）環境省版レッドリスト改訂の進捗状況（細谷）
　　（1）–1環境省での会合の内容と今後の予定について報告さ

れた．
　（2）山梨県におけるオオクチバスの漁業権免許更新への対応
（瀬能）

　　（2）–1山梨県河口湖，山中湖，西湖におけるオオクチバス
の漁業権免許の切り替え時期と最近の利用実態などが報
告された．今後，外来魚部会が中心となり要望書等を作
成する．

　（3）田主丸ヒナモロコ保全をめぐる現況（小早川）
　　（3）–1圃場整備後のヒナモロコの生息状況，自治体や市民

団体による保護の取り組みの現状が報告された．
　（4）大分県日田市のホンモロコ養殖（渡辺・淀）
　　（4）–1 日田市をはじめ各地でのホンモロコ養殖の実態につ

いての報告があった．他の国内外来魚の問題と同様に，
自然水域に逸出した場合の危険性について折に触れて啓
発することになった．

　（5）尻別川のイトウ再導入の経緯（後藤）
　　（5）–1尻別川でのイトウの再導入の経緯と現況について報

告があった．
（6）淀川のイタセンパラ再導入の経緯（渡辺）
　　（6）–1淀川でのイタセンパラの再導入後の状況について報

告があった．

IV．各種成果物の出版・編集進捗状況

　（1）連載企画「日本の希少淡水魚類の現状と課題」（渡辺）
　（2）シンポジウム講演録「国内外来魚」（向井・淀・瀬能）
　（3）シンポジウム講演録「人と田んぼと魚たち」（小早川）

　（4）シンポジウム講演録「レッドリスト」（細谷）

　それぞれの進捗状況が報告された．

2012 年度第 2 回（通算第 22 回）自然保護委員会議事録

　日　時：2012年 9月 22日（土）12：30―14：30

　場　所：水産大学校キャンパス，セミナー室（講義棟 ,４階）
　出席者（順不同）：細谷，瀬能，後藤，中井，吉野，向井，谷

口，宗原，前畑，淀，渡辺，杉山，加納，
酒井，小早川，向井，中島，棗田

議　題

I．平成 24 年度市民公開シンポジウムに向けて

　（1）シンポジウムタイトルと方向性
　　（1）–1「生物多様性の保全をめざした魚類の放流ガイドラ

イン」の策定を経て，放流手法による希少魚の保全の好
事例が積み重ねられ始めていることを紹介するとともに，
今後に向けた課題を自然保護に関心のある市民・団体・
行政に発信する．

　　（1）–2タイトルは「希少魚の保全と放流：本当に魚を守り，
増やすには」（仮題）とする．

　（2）日時と場所
　　（2）–1日時は 2013年 8月，場所は京都大学で調整中．
　（3）その他
　　（3）–1プログラムは，コンビーナー（渡辺・森）の案に沿っ

て進める．
　　（3）–2科研費の申請は渡辺・小早川が担当する．

II．第 21 回委員会（2012 年 7 月 15 日）以降の活動報告と対応

（1）クニマス市民公開講座の最終決算報告（杉山・小早川・淀）
　　（1）–1市民公開講座の収支決算について報告され，委員会

内で了承された．
　（2）環境省版 RL改訂について（細谷・小早川）
　　（2）–1環境省での会合の内容について報告された．
　（3）山梨県におけるオオクチバスの漁業権免許更新への対応
（中井）

　　（3）–1山梨県河口湖，山中湖，西湖におけるオオクチバス
の漁業権免許更新の時期が近づいているため，早急に外
来魚部会が中心となり要望書を起案する．

　（4）福江島アブラボテの系統保存について（中島）
　　（4）–1福江島産アブラボテの系統保存の近況について資料

で報告された．
　（5）アリアケヒメシラウオの危機的な生息状況（小早川・中
島）

　　（5）–1田北　徹氏からの要請により，アリアケヒメシラウ
オの生息状況について情報収集を行うことになった．


