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ミメダカ等の生息地が失われるという不幸な事故を防ぐ
ため，現在県内の被災自治体関係部局への確認状況の報
告と保全に向けての協力を求めている．被災地で増加し
ているオオクチバスの駆除も大きな課題である．しかし
ながら，どの自治体も人の生活や地域の復興優先の工事
が先行しており，この復興優先という考えのなか，生物
やその生息環境への対応はきわめて遅れている．
また，原子力発電所の爆発事故という前代未聞の大惨

事によって，大量の放射性物質が降り注いだことによ
り，水田地帯や水路の消滅，あるいは農業水路の除染と
いう新たな問題もでてきた．南相馬市各地の河川や用水
路の砂礫・泥からは高レベルの放射能が観測され，魚
自体についても，環境省による生物の放射性セシウム
の濃度調査の結果として，当市真野川のシマヨシノボ
リから 1 kgあたり 2,600ベクレルを（2012年 7月報道発
表），また当市西側の飯舘村はやま湖のイワナ Salvelinus 
leucomaenis pluvius（放流による分布）から 1 kgあたり
5,400ベクレル（2012年採集個体；2013年 6月報道発
表）を測定したと発表さている．今後当地域としては，
水路除染にともなう水生生物の消滅や被爆による影響が
懸念される．
このような状況のなか，地域復活に向けていくつかの

地元住民団体が奮闘している．筆者は，そのような団体
に対して景観と生き物の保全を盛り込んだ，ふるさとの
復活についての提案を行い，一部の地域では住民の方々
からの賛同を得ることができた．そしてこの地域での意
見を行政に再提案し，「人のための復興とふるさとの自
然の保全」について将来的に実現できるように働きかけ
ている．
津波被災地のミナミメダカについては，震災前から博

物館で系統保存されていた個体群（原産地は今回の津波
で壊滅）のほか，震災後に保護管理下に置いた生き残り

個体群（図 1d）についても，改めて遺伝的な分析の依
頼や，地域ごとに分けた飼育・増殖を継続している．「メ
ダカ」はシンボルフィッシュとして社会的に理解され，
受け入れられやすい．しかし，安易な放流は行わず，オ
オクチバスの食害を受けたり，もともとの生息地が破壊
された個体群についてのみ，博物館で繁殖したミナミメ
ダカを「お里帰り」させることを考えている．大前提と
しては，やはり生き残った野生個体群の環境を含めた保
全であり，被災地の復興計画の中に生息環境保全を盛り
込み，野生個体群とその生息環境保全を第 1とすること
を博物館としても決定した．
今後，福島県の被災地では，地域の人々とともに将来

に希望のもてる復興を実現していくという大きな課題が
あり，それには様々な分野の専門家の援助が必要不可欠
である．被災し、家族や自宅が流され，故郷に戻れない
人々の心に，「野山や小川、生き物の保全」という言葉
は，いまだ受け入れられにくい状況にある．しかし，専
門家による現地調査や科学的知見に基づくふるさとの再
生・保全のための提言が，いつの日か被災者の心を動か
し，「ふるさとの景観の保全と今後」を考えに入れた本
当の意味での復興につながるものと信じている．
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　本書は，タイトルのように「サケ学」100%の本である．サケ
と言えば，弁当の塩鮭やおにぎりの具など美味な魚として頻繁
に食卓にものぼる，日本人にとってはとても馴染みの深い魚類
である．そのサケが、食味だけでなく生物学的にもとにかく面
白く、そして生態系の中で重要な位置を占めていることが本書
を読むことで実感できる．本書の内容は多岐に渡り，生態学，
生理学，遺伝学といった自然科学分野，水産資源学や水産加工

学が含まれる水産学分野，伝統料理や環境教育などの社会科学
分野や歴史学まで，サケの魅力がぎっしりと詰まっている．こ
れまで人間がサケについて様々な形で関わって来た証拠であろ
う．サケと人間の関わり方の数だけ，研究分野の数があるので
ある．本書の特徴はなんといっても執筆者と主題の数である．
45名にのぼるサケ・マスの専門家が 55の主題と 6つのコラム
を執筆している．しかしながら，それぞれの主題は，4頁とコ
ンパクトにまとめられており，一話完結を意識して書かれてい
る．そのせいか，最初から読まなくても，読みたい主題から読
み進めてもすらすらと頭の中に入ってくる．一方で，4頁とい
う制限があるため，主題によっては物足りない印象も受けた．
しかし，これだけ多くの内容を 1冊の本で得られることで満足
感があり，得した気分にもなる．
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　本章は大きく 3部から構成されている．第 I部「サケの生物
学」では，「生態学」，「生理学」，「遺伝学とバイオテクノロジー」
の 3章，32主題から構成され，サケ（シロザケ Oncorhynchus 

keta）の話題を中心として，サクラマス（Oncorhynchus masou 

masou）など，その他のサケ科魚類の研究結果も紹介している．
筆頭編者を中心に自然科学分野の専門家が執筆者として名を連
ねる．本書の中では，最も専門的な内容と書き方になっている．
そのため，予備的な知識があった方が読みやすいかもしれない．
サケ科魚類については前知識があった筆者であったが，サケ科
魚類が生態的にいかに面白い魚であるかを再認識させられた．
特に川で生まれ，川を下って太平洋で大規模な回遊をし，また
同じ川に戻って来るといった回遊生態は，他の魚類ではまず見
られない．しかも，環境条件によって河川残留型も種内に共存
する生活史多型を維持していることも興味深い．また，回遊生
態だけでなく，回遊を制御する体内の生理メカニズムもやはり
興味深いものであり，多くの研究者の興味を惹き付けてやまな
いのだろう．しかし，その一方で，食料水産資源として重要な
サケは資源の枯渇が以前から問題となっており，放流事業も
130年も前から行われている．皮肉なことにその放流が遺伝的
な撹乱などの自然個体群への悪影響を及ぼしていることも示さ
れている．また，サケ科魚類が，海川陸との物質循環に大きな
役割を担っている点も忘れてはならない．サケ科魚類の生態や
生理に魅せられた研究者は，国内だけでなく海外にも大勢いる．
第 I部では載せられなかった興味深い研究内容がまだまだある
ことは想像に難くない．それだけ「サケ学」の奥深さを感じた
部であった．
　第 II部「サケの産業科学」以降，話はがらっとかわる．第 II

部では，「水産資源学と経済」，「食と機能性物質」の 2章，12

主題から構成される．食料水産資源として重要なサケは，親魚
が川に遡上して産卵する生態を利用して，孵化放流事業が盛ん
に行われてきた．長い年月をかけて様々な問題点が浮上し，現
場関係者や研究者がそれらの問題の解決に尽力してきた様子が
うかがえる．その中で著者らが最後に示していることでもある
が，孵化放流事業のノウハウがある程度確立してきた今，自然
産卵個体群の保全に関係者がしっかりと取り組むことが重要で
あろう．後半の「食と機能性物質」では，サケを利用した商品
やサケの栄養価について紹介している．特に，サケを利用した
商品開発では，様々な工夫をこらして作られた実に美味しそう
な商品が市場に出回っていることを知った．中でもサケ節は一
度味わってみたい一品である．
　第 III部では，「サケの社会科学」について，「先住民とサケ文
化」と「サケの多面的利用」の 2章立て，11の主題について紹
介している．第 II部に続き，専門的な知識は必要なくさらっと
読める．第 III部で筆者が感銘を受けたのは，環境教育としての
サケの素晴らしさである．大回遊を終えた親魚はぼろぼろにな
りながら河川に遡上し，新しい命をつなぐ．一方で，疲れ果て
た親魚には死が待っている．しかし，死んだ親魚は森や川を豊
かにする．これらの様子が，手軽に目に見える形で体験できる
魚は他にはいないだろう．サケを教材として，大人から子供ま
でたくさんの人に向けて環境教育を行い，本来あるべき川の姿
や生態系を取り戻すための人材や環境の整備が大事だと実感さ
せられた．そういった環境教育や現場での実践を間違った方向
に導かないためにも，「遺伝子」や「外来魚」，「生物多様性」に
ついて正しく説明できる研究者の存在は不可欠である．
　本書を読むと，サケ科魚類には様々な最先端の研究手法が使
用されていることが分かる．これらの手法は，他の魚類や動物

への応用も可能という点で，サケ科魚類研究者だけでなく，他
の分野，分類群の研究者にもとても参考になる一冊となってい
る．また，本書の舞台はおもに北海道であるが，北日本以外に
住んでいる一般の方にも是非読んでもらい，サケの生物学的な
面白さを認識してもらうとともに，河川環境整備にも役立てて
いただけることを期待したい．

（安房田智司　Satoshi Awata：〒 952–2135　新潟県佐渡市達者 87　
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見えない脅威 “ 国内外来魚 ”　どう守る地域の生物多様性．　
―日本魚類学会自然保護委員会（編）．向井貴彦・鬼倉徳雄・淀
　太我・瀬能　宏（責任編集）．2013．東海大学出版会．秦野．
254 pp．ISBN978-4-486-01980-0．3200円（税別）

　外来魚という言葉は専門家のみならず，一般社会にもだいぶ
定着してきている．そして，外来魚の身近な環境への侵入が良
いか悪いかと問われれば，少なくともそれを良しとする人は少
なくなりつつあるだろう．実際に野外観察会などでオオクチバ
スやブルーギルが捕獲されると，参加者の多くはそれらが「外
来魚」であること，在来の生物に悪影響を及ぼすことを知って
いる．2004年の外来生物法の施行以降，確実に外来魚をみる世
間の目は変わっている．しかし，ここで多くの人が認識してい
る「外来魚」とは，日本国外からもち込まれた魚を指すことが
多い．外来魚問題の一側面が在来の生物多様性に対する悪影響
であるとすれば，日本国内の他地域からもち込まれた「国内由
来の外来魚」の側面も等しく認識されなくてはならない．本書
はまさにその点に注目して企画された．外来魚のうちいまだそ
の本質や脅威が一般に理解されているとは言い難い「国内由来
の外来魚」に焦点を絞り，現在までの科学的知見に基づいて，
その問題点と対策を浮き彫りにしている．
　本書は叢書イクチオロギアのシリーズ 3作目で，4部 14章か
ら構成されている．第 I部は 1章のみからなり，本書の大前提
である国内外来魚の定義と現状についての解説となっている．
続く第 II部と第 III部は国内外来魚問題を扱った最新の研究事
例の紹介である．特に第 II部では国内外来魚による生態系・群
集の変化を，第 III部では国内外来魚が拡散した要因とその対策
をテーマとしている．そして，第 IV部では保全の実例として 2

章が割かれている．さらにこれらに加えて，6つのコラム，「生
物多様性の保全を目指した魚類の放流ガイドライン」，用語解説
があり，非常に充実した内容となっている．以下，それぞれ内
容を簡単にみて行きたい．
　瀬能　宏氏による第 I部第 1章は本書全体の要旨ともいえる
内容で，国内外来魚の定義，現状，解決策等の幅広い領域につ
いて解説されており，2章以降の理解に必要な知識を再確認で
きる．そのため，先に進む前にこの章を一読することをお勧め
する．外来種とは「人為によって自然分布域外に導入されたか
どうか」，であることを頭に入れる必要がある．また，目を引く
のは表 1.1だろうか．現段階における国内外来魚種と確認地域
が一覧でき，その種数や定着している地域の多さに愕然とした．
　第 II部は「国内外来魚の生態系・群集の変化」である．2章
から 7章にかけて，国内外来魚に関する最新の研究事例が解説
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されている．その内容は分布様式，水産有用種，希少種など多
岐にわたり，国内外来魚問題の代表的な事例が網羅されている．
　鬼倉徳雄氏・向井貴彦氏による第 2章「有明海沿岸域のク
リーク地帯における国内外来魚の分布パターン」では，九州北
部地域における外来魚類の分布様式の調査事例をベースとし
て，魚類相の中での国内外来魚問題を解説している．同一県内に
生物相の地理的境界線が存在する場合には，例え同じ県内産で
あっても大きな国内外来魚問題が起こり得ることや，ハスが在来
種を捕食するのみならず，ヌマムツと交雑して悪影響を引き起こ
す可能性などは，これまであまり意識されなかった問題である．
　松崎慎一郎氏による第 3章「湖沼におけるコイの水質や生物
群集に与える生態的影響」と高村健二氏による第 6章「琵琶湖
から関東の河川へのオイカワの定着」は，ともに水産有用種の
放流を原因とする国内外来魚問題を扱っている．「コイの放流」
は日本ではきわめて一般的な行為であり，それの生態系への悪
影響は長く問題視されて来なかった．しかし，近年の松崎氏ら
の研究によりその悪影響が一般へ認知されつつあるのは，周知
の事実だろう．本章ではそれら一連の研究に未発表データを加
えて，問題点がコンパクトにまとめられている．「環境保全」に
興味があるすべての人に一読して欲しい．一方，第 6章は関東
地方における琵琶湖産オイカワの定着についての研究事例を紹
介している．すでに交雑により関東地方在来の純粋な集団が消
滅しているなど，衝撃的な内容である．生態系への影響を検証
しようにも，今のところ関東在来のオイカワのみが生息する川
がみつかっておらず，研究が困難であるという．
　小西　繭氏・高田啓介氏による第 4章「シナイモツゴからモ
ツゴへ―非対称な交雑と種の置き換わり―」と三宅琢也氏・河
村功一氏による第 5章「タナゴ類における遺伝子浸透―見えな
い外来種―」は，ともに希少種に起こっている国内外来魚問題
を扱かっている．第 4章では，希少種であるシナイモツゴの生
息地に国内外来魚としてモツゴが侵入した場合に，どのような
仕組みでシナイモツゴだけが減少していくのかを，長期にわた
るモニタリングデータと詳細な遺伝子解析により明らかにして
いる．シナイモツゴが減少した仕組みがかなり判明したにもか
かわらず，モツゴの侵入を防ぎシナイモツゴの絶滅を回避する
ことがきわめて困難であるという現実に，問題の深刻さが垣間
みえる．第 5章では，ニッポンバラタナゴとカゼトゲタナゴを
対象とした広域にわたる詳細な遺伝子解析の結果から，興味深
い状況を明らかにしている．九州にはニッポンバラタナゴの大
阪・奈良集団と別亜種であるタイリクバラタナゴが交雑した集
団が侵入しており，ニッポンバラタナゴ九州集団とその交雑集
団がさらに交雑を起こしている．また，岡山県旭川水系のある
場所では，九州産のカゼトゲタナゴと別亜種のスイゲンゼニタ
ナゴが交雑した集団が生息しており，そもそもこの場所にはそ
のどちらも分布していなかった．この 2例から国内外来魚によ
る交雑問題は非常に複雑な状況であることがわかる．
　第 II部の最後を飾る北川忠生氏による第 7章「大和川水系で
認められたヒメダカによる遺伝的撹乱」は，観賞魚として多く
流通しているヒメダカについての研究事例の紹介である．メダ
カの改良品種であるヒメダカは，一般の人々にとって身近な存
在である．近年では野外でこの「赤いメダカ」をしばしばみか
ける．また，ビオトープ等が造成されると，そこでこの赤いメ
ダカを目撃した人も多いかもしれない．本章によれば，流通し
ているヒメダカは遺伝的にかなり均質で，すでに奈良県大和川
流域ではそれらが野生化して遺伝子汚染を引き起こしているそ
うである．全国各地でこのような事態が進展しているのであれ

ば，その対策は一刻の猶予もないだろう．また，本章では遺伝
的撹乱による問題点についても詳細かつ平易に解説されており，
保全や環境教育を行う人にとって非常に有益である．
　第 III部は「国内外来魚拡散の要因と対策」で，8章から 12

章にかけて，国内外来魚問題について具体的な解決策が提言さ
れている．8章は亀甲武志氏による「琵琶湖水系のイワナの保
全と利用に向けて」である．ここでは，滋賀県内でのイワナの
種苗放流とそれによって失われた在来集団の調査事例を基盤に
話がまとめられている．特に，県の水産部門で長く研究を行っ
てきた氏による，社会的実情を考慮した漁場管理の提案は，水
産有用種が絡む国内外来種問題においては，実効力をともなう
解決策であると思う．
　ついで鬼倉徳雄氏・河口洋一氏による第 9章「国内外来魚の
分布予測モデル」では，地図上のデータを活用して九州におけ
るハスの定着可能性を予測した 2つの研究例を紹介している．
第 II部での事例でみてきたように，すでに「入ってしまってい
る」状況での対策は大変難しい．今後は将来的に「入る可能性
の高い」場所を明らかにして，未然に国内外来魚の定着を防い
でいく必要がある．したがって，本章で紹介された手法は他地
域・他魚種においても積極的に試みる必要があるだろう．
　第 10章は横川浩治氏による「日本の水産業における海産魚介
類の移植放流」となっている．国外からのメバル，キジハタ，
マダコ，イサキ，アコヤガイ，アカガイの移入事例に加えて，
アサリとマダイについては国内外来種となっている移入事例を
紹介している．一般的に国内外来種の問題は淡水性生物の問題
と捉えられるが，本章を読めば海産生物でも同様の問題が起こ
り得ることが認識できる．海産生物には産業上重要な種も多く，
その移出入の否定は現状では難しいが，その悪影響の理解が重
要であるとの指摘はもっともである．
　第 11章は金尾滋史氏による「観賞魚店における日本産淡水魚
類の販売状況と課題」である．第 II部第 5章のタナゴ類や第 7

章のヒメダカの問題は，一方ではこれらが容易に購入できるこ
とに原因がある．本章では観賞魚店での販売の実態を紹介して
おり，表 11.1でリストされている滋賀県内で販売されていた観
賞用魚類の多様さには驚かされた．今後，国内・国外外来種問
題がこれ以上複雑化しないよう，販売段階でも何らかの啓発が
必要なのは間違いないだろう．
　第 12章は中井克樹氏による「外来魚問題への法令による対
応：特に国内外来魚問題に対して」となっており，保全にかか
わる研究者や行政職員なら知っておくべき重要な情報が網羅さ
れている．特に各都道府県での外来種規制に関する条例の一覧
や，その他関連する法律・条令等の枠組みなどは，実際に国内
外来魚問題を解決していくうえで常に頭の片隅に入れておくべ
きだろう．本章の内容についてはコラム 3として掲載されてい
る淀　太我氏による「内水面漁業と国内外来魚」の部分もあわ
せて読むと，より理解が深まると思う．
　本書の最後を飾る第 IV部では国内外来魚問題に関連する 2つ
の保全の事例がまとめられている．第 13章は北川忠生氏らに
よる「奈良県におけるニッポンバラタナゴの保全的導入」であ
る．2005年に奈良公園で発見されたニッポンバラタナゴの大学
での系統保存と野外への再導入事例が紹介されている．日本魚
類学会の「放流ガイドライン」に厳密に従った再導入事例であ
り，希少種保全を考えているすべての関係者に熟読して欲しい．
本事例では，対象とするニッポンバラタナゴ集団の遺伝的な背
景の精査は勿論のこと，関連する生物（産卵母貝である二枚貝
や，二枚貝が寄生するシマヒレヨシノボリ）についても遺伝的
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背景をきちんと確認しており，また移植先のため池に生息する
生物についても調査を行っている．北川氏らの言う「生物を守
るための移植」の本質がどこにあるのか，重要な提言が多くな
されている．一方，第 14章の向井貴彦氏による「岐阜県におけ
るウシモツゴ再導入の成功と失敗」は，同じく系統保存と野外
への再導入事例の紹介であるが，失敗事例も含む．その失敗と
は，公的機関で系統保存されていた集団が，別地域の集団と交
雑していた，という恐るべきものである．何故このような交雑
が起きたのか，有効な防止策はなにか，といった点についての
意見には，今後同じような活動にかかわる人たちなら目を通す
必要がある．
　コラム等についても簡単に紹介しておきたい．コラムは全 6

つであり，簡単にまとまった内容でありながら，国内外来魚問
題に取り組むうえで重要な情報を多く含んでいる．コラム 1は
向井氏らによる「国内外来魚となった絶滅危惧種」で，イチモ
ンジタナゴやワタカ等，本来の生息地では絶滅危惧種であるが，
国内外来魚として国内他地域で定着した事例を紹介している．
コラム 2は向井氏による「撹乱される希少淡水魚」で，他地域
産の集団と交雑した絶滅危惧種の紹介がなされている．同種だ
から，希少種だからといって他産地産の個体を放流して交雑し
た場合に，取り返しがつかない結果になることがよくわかる悲
しいコラムである．コラム 3は淀氏による「内水面漁業と国内
外来魚」で，国内外来魚問題を引き起こす大きな要因となって
きた第 5種共同漁業権について，詳細な解説があり勉強になる．
コラム 4は北川氏による「吉野川分水による意図せぬ人為的な
魚類の移動」で，近接した河川ではしばしばみられる「異なる
水系間を結ぶ人工水路」が，遺伝的な撹乱を招いた事例の紹介
である．コラム 5は瀬能氏による「善意の放流が悪行に !?―神
奈川県大井町における外来メダカ駆除事例」で，「善意のメダカ
放流」が，貴重な在来メダカの野外における再導入を何度も失
敗に導いたという，こちらも悲しいコラムである．最後のコラ
ム 6は渡辺勝敏氏による「保全の単位：考え方，実践，ガイド
ライン」で，付録として本書にも掲載されている「生物多様性
の保全を目指した魚類の放流ガイドライン」の骨格となる考え
方と精神をわかりやすく熱い言葉で解説している．本書の全 14

章の最後に位置するにふさわしい内容といえる．
　以上，簡単ながら「見えない脅威 “ 国内外来魚 ” どう守る地
域の生物多様性」の内容を紹介してきた．はじめに記したよう
に，本書を一読するだけで国内外来魚とは何か？生物多様性に
とって何が問題なのか？具体的にどのようになっているのか？
など，多くのモヤモヤとした疑問を解決することができるだろ
う．本書を通読して感じたのは，各執筆者の「このままではい
けない」という強い思いである．文章中の言葉には，現場で実
際に国内外来魚問題に取り組んでいる多くの人達が強く共感で
きるものが多くあるだろう．
　日本では 2004年に外来生物法，2008年に生物多様性基本法
が施行され，生物多様性の保全に対する法的な枠組みも整備さ
れてきた．同時に社会的にもその重要性が認知されてきた．そ
うした中でこの「国内外来魚問題」には，遺伝的多様性の問題，
あるいは水産業との関係といった側面があり，取り組むうえで
困難さを感じる場面も多い．国内外来魚問題が具体的にどのよ
うな問題であり，どのような解決策があるのか実感し難い点も
あるだろう．しかしながら，本書は，国内外来魚問題に取り組
んでいる研究者や行政職員，一般市民らが，知識や考え方を整
理するうえで，重要な内容を含んでいる．国外外来種の取り扱
いについては法的な指針もすでに明確である．加えて，国内外
来魚問題が引き起こす生態系への影響も明確となった現在，本
書を教科書としてより実効力のある形で，これら外来種に関す
る問題が解決されていくことを期待したい．
　また，国内外来魚問題を正確にとらえ，その対策を実施して
いくうえで研究者が取り組むべき今後の研究課題も多く示唆さ
れている．中でも分類学的研究や生物地理学的研究，また，予
防策を講じるために必要不可欠な生活史の記載的研究などは，
国内外来魚問題を解決していくうえでもっとも重要である．形
態，分布，遺伝子解析，生活史などの記載的かつ基礎的な研究
は，今後国内外来魚問題を解決していくうえで，より重要性を
増して行くと感じた．

（中島　淳　Jun Nakajima：〒 818–0135　福岡県太宰府市向佐野
39　福岡県保健環境研究所　email: cyprin@kyudai.jp）
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鹿児島県三島村―．硫黄島と竹島の魚類 .．— 本村浩之・出羽慎
一・古田和彦・松浦啓一（編）．2013．鹿児島大学総合研究
博物館，鹿児島市・国立科学博物館，つくば市．390 pp., 883 

figs. ISBN978-4-905464-02-0．鹿児島県三島村の硫黄島，竹島，
昭和硫黄島周辺の魚類 72 科 195 属 414 種を 883枚のカラー写
真で収録．各種の解説は，形態，色彩，分布，備考のカテゴ
リーで記述されている．本書は三島村初の魚類調査の成果で
あり，ごく普通にみられる魚類から国内で最初に採集された
稀種まで幅広く掲載されており，多くの分類学的な新知見が
含まれている．例えばトゲイッテンフサカサゴ Parascorpaena 

mcadamsiやイッテンフサカサゴ Parascorpaena moultoniは，本
書で分類学的に整理され，学名の適用などで新たな知見が提
示された．日本初記録となったカメレオンタナバタメギス
Pseudoplesiops annaeも記載されている．さらに，分布域の南
限・北限の更新記録も多く含まれている．本調査中に採集さ
れた標本に基づき各種学術雑誌で新標準和名が提唱されたイ
トヒキコハクハナダイ Pseudanthias rubrolineatusやヒマワリス
ズメダイ Chromis analis，ヒスイスズメダイ Chromis earinaなど
も掲載されている．本書は下記のサイトから自由にダウンロー
ドができる．http://www.museum.kagoshima-u.ac.jp/staff/motomura/

dl.html （本村浩之）


