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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）
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終わらない河口堰問題　長良川に沈む生命と血税— 伊東祐朔
（著）．2013．築地書館，東京．206 pp. ISBN 978-4-8067-1464-4．

1,800円（税別）．長良川の河口に可動堰が建設され，運用開
始から今年で 18年になる．1988年の着工に先立って行われた
行政側の環境アセスメントに疑問を抱いた地元市民によって，
1990年に「長良川下流域生物相調査団」（以下，調査団）が
発足した．調査団の目的は，堰建設に「賛成」・「反対」の立
場を離れ，堰ができる前の長良川下流域の自然を科学的に調
査し，あるがままに記録にとどめることである．調査団員の
多くは，専門的な調査・研究に従事していないごく一般の市
民である．したがって，経験も資金も乏しく，各自手弁当で，
おもに休日を利用して調査が行われた．調査対象となる生物
は魚類をはじめ，甲殻類，多毛類，二枚貝類，昆虫類，ほ乳
類，鳥類，植物など多岐にわたる．著者の伊東祐朔氏は，調
査団の発足当時から 2010年の解散までの 21年間，一貫して
事務局長を務められた．第一章では，調査団発足の経緯から，
試行錯誤の調査とそれによって得られた長良川汽水域の豊か
な生態系の実態，調査結果に基づく当時の建設省に対する質
問と相手方の不誠実な回答，建設差し止め訴訟への調査団員

の出廷，行政側のいい加減な環境アセスメントの実態等々，
堰建設前夜の出来事が書き綴られている．なかでも行政側に
よる，体サイズを無視した魚道実験や，ヨシノボリ類とカジ
カ類を混同した「カジカの遡上実験」は，魚類の研究者なら
ばそのいい加減さに言葉を失うであろう．第二章では，河口
堰竣工後の出来事について書かれている．建設省による調査
団データの盗用事件や，堰稼働直前に行われた建設省側との
「円卓会議」の顛末などでは，実際にこれら事態の中心にい
た著者でなければ知ることのできない，驚くべき内容が綴ら
れている．第三章では，河口堰稼働後に継続された調査と，
それによって明らかとなった長良川の変貌の様子が描かれて
いる．調査団の得た知見はすでに「長良川下流域生物相」と
「長良川下流域生物相調査報告書 2010　河口堰運用 15年後の
長良川」として刊行されている．本書はこれらの報告書の内
容を一般の人にも分かりやすく解説したものでもある．随所
で俎上に上げられる，建設前から現在に至るまでの河口堰問
題の本質や，環境アセスメント・環境モニタリングの意義に
ついては，あらためて考えさせられる． （古屋康則）
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日本産魚類検索第三版における
スイゲンゼニタナゴ Rhodeus atremius suigensisの

取扱いとその問題点について

Misrepresentation of the taxonomy of 
the endangered Suwon rosy bitterling 

in the Fishes of Japan with pictorial keys to the species. 
3rd Edition: serious implications 
for its future conservation status

先日，東海大学出版会から刊行された日本産魚類検索
全種の同定，第三版（中坊編，2013）（以下，魚類検索
三版と記す）は中坊徹次氏を始め日本の魚類分類学界
を代表する 19名の研究者により執筆された著作であり，
同第二版（中坊編，2000）から 13年ぶりの改訂となる．
魚類検索三版においては，ページ数が約 700ページ増
加，収録種数においては約 350種が新たに追加されるな
ど，21世紀に入ってからの魚類分類学分野における研
究の進捗を象徴するものとなっている．本書は日本にお
ける魚類分類学のレベルの高さを示すと共に，分類学以
外の研究分野においても今後の魚類学のナビゲーターに
なることが期待される大作である．筆者としては，長期

に渡る著者らのこうした多大な努力量に対し，心から敬
意を表する次第である．
この魚類検索第三版の特徴としては，国内から近年新

たに記載・記録されたものを中心に収録種の追加がなさ
れただけでなく，第二版での既収録種についても，少な
からず学名の変更が行われていることが挙げられる．そ
してその中でも，特に著者の関心を引いたのが，スイ
ゲンゼニタナゴ Rhodeus atremius suigensisの学名変更で
ある．スイゲンゼニタナゴはこれまで Rhodeus atremius
の亜種とされ，基準亜種であるカゼトゲタナゴ Rhodeus 
atremius atremius（Jordan and Thompson, 1914） に 対 し，
Rhodeus atremius suigensis（Mori, 1935）の学名が用いられ
てきた（細谷 , 2000）．しかしながら，今回魚類検索第
三版において，カゼトゲタナゴの学名が Rhodeus smithii 
smithii（Regan, 1908）に変更された上で，スイゲンゼニ
タナゴ R. a. suigensisはその新参異名とされ，カゼトゲタ
ナゴ山陽個体群といった和名が新たに充てられている．
この学名変更の根拠について，当該箇所の著者である細
谷和海氏は次のように記している（細谷 , 2013）．

【引用 1】Okazaki et al.（2001）は，ミトコンドリアの
12Sリボソーム DNAシーケンスの分析結果から，カゼ
トゲタナゴ類が日本クレードと大陸クレードに二分され
ることを明らかにしている．すわなち，日本産スイゲン
ゼニタナゴはカゼトゲタナゴと近縁で，韓国産スイゲ
ンゼニタナゴは中国産に近縁であることがわかった（p. 


