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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. 
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1814）．

【引用 2】また，日本産スイゲンゼニタナゴとカゼトゲ
タナゴは亜種を分かつほどの分化を遂げておらず，これ
らの類縁関係について，マイクロサテライト・マーカー
の分析を行なった Miyake et al［原文ママ］（2011）も同
じ推論をしている（p. 1815）．

スイゲンゼニタナゴは現在，絶滅の可能性がきわめて
高い種として，種の保存法（環境省 , 1993）により国内
希少野生動植物種（環境省 , 2012）に指定されている．
このことから，今回の細谷氏による学名変更がそのまま
環境省等の関連行政部局に受け入れられた場合，スイゲ
ンゼニタナゴの国内希少種からの指定解除につながるこ
とは想像に難くない．実際，種の保存法の指定解除を意
図したとも取れる，以下の記述も上で引用した記述に続
いている（細谷 , 2013）．

【引用 3】旧称日本産スイゲンゼニタナゴは現在絶滅寸
前で，種の保存法対象種となっており，三版の分類学
的取り扱い変更による影響は大きいと想像する．しか
し，山陽の集団だけを種または亜種として見なす根拠は
なく，今後カゼトゲタナゴの地方個体群に位置づけて保
護を進めることこそ生物多様性保全の理念に適うと考え
る．すなわち，日本産スイゲンゼニタナゴはカゼトゲタ
ナゴ山陽個体群という名称変更を提案する（p. 1815）．

今回，細谷氏が魚類検索第二版とは異なり，第三版
においてスイゲンゼニタナゴをカゼトゲタナゴと同一
亜種にした主要な根拠は上記の引用 1，2の遺伝情報で
あるが，これらの情報にはいずれも大きな間違いなら
びに問題が存在する．まず引用 1であるが，Miyake et 
al.（2011）は mtDNAとマイクロサテライト DNAの分析
により，Okazaki et al.（2001）が分析に用いた岡山県旭
川産の個体がスイゲンゼニタナゴではなく，カゼトゲタ
ナゴとの交雑個体である可能性が高いことを強く指摘し
ている（p. 393）．次に引用 2であるが，細谷氏が述べて
いるような推論は Miyake et al.（2011）中にはまったく
存在しない．それどころか，細谷氏の記載とは真逆とも
いえる以下の 2つの記述まで存在する．

【引用 4】The monophyly of R. a. atremius and R. a. suigensis 
was strongly supported in all molecular trees (NJ, MP and ML) 
(Fig. 2). In spite of large genetic distance (0.0884 ± 0.0072 
= mean± SD), detailed phylogenetic relationships of the two 
subspecies of R. atremius and R. notatus remained ambiguous (p. 
388).

【引用 5】Our results, based upon both mtDNA and microsatellite 
analyses, demonstrate that R. a. suigensis constitutes a single 
conservation unit because of its genetic homogeneity among 

populations, with the exception of population Ah1 (p. 395).

したがって，今回の細谷氏によるスイゲンゼニタナゴ
の学名変更は，明らかに既往知見の誤解釈に基づくもの
であり，スイゲンゼニタナゴをカゼトゲタナゴと亜種レ
ベルで同一視する遺伝的根拠はまったく存在しない．そ
れどころか，Miyake et al.（2011）においては，スイゲン
ゼニタナゴ，カゼトゲタナゴおよび R. notatus（韓国産）
が同等に分化し，それぞれ明らかな単系統群であること
が示されており（引用 4），さらにはスイゲンゼニタナ
ゴが一保全単位を形成することも明示されている（引用
5）．細谷氏は山陽の集団だけを種または亜種として見な
す根拠はないと述べているが（引用 3），実はその根拠
は Miyake et al.（2011）中に明記されている．逆にスイ
ゲンゼニタナゴを種の保存法の指定から解除する科学的
根拠はどこにも見当たらない．
それではスイゲンゼニタナゴや関係する他のカゼトゲ

タナゴ類の学名をどうするかであるが，筆者としては，
以下の学名が適切ではないかと考えている．

Rhodeus smithii notatus Nichols, 1929（朝鮮半島 ･ 中国）
Rhodeus smithii atremius（Jordan and Thompson, 1914）（九
州：カゼトゲタナゴ）

Rhodeus smithii smithii（Regan, 1908）（岡山：スイゲン
ゼニタナゴ）
理由としては，次の 2つが挙げられる．

1）Okazaki et al.（2001）の結果（Figs. 3-4）を見る限り，
中国産 Rhodeus notatusと韓国産 Rhodeus atremius suigensis
は遺伝的分化の度合いがきわめて低く，同一クレードに
属すること．
2）韓国産 R. a. suigensis，カゼトゲタナゴ，スイゲンゼ
ニタナゴはそれぞれ，Miyake et al.（2011）の結果を見る
限り相互に独立した単系統群であり，3者それぞれの間
での遺伝的分化の程度もほぼ同じであること．
ただ，ここで注意すべきは大英博物館に保存されて

いる R. smithii（Regan, 1908）のタイプ標本の産地が，
Nodogawa River in Kioto （=Kyoto）となっていることであ
る（Kimura and Nagata, 1982）．これは本種のいずれの生
息地にも該当しないことから，誤記載の可能性も含め
て，今後，再検討の必要がある（細谷 , 2013）．
平成 25年 3月 17日に神戸学院大学において開催され

た第 56回魚類自然史研究会の場で，細谷氏から，今回
の学名変更にともない，種の保存法におけるスイゲンゼ
ニタナゴの指定解除に向けた協議を環境省と開始してい
る旨の説明があった（山野ほか , 2013）．この事は，今
回の学名変更が国内希少種からの指定解除につながる可
能性が杞憂ではなく，現実化しつつあることを意味して
いる．国内希少種からの指定解除が何を意味するかであ
るが，これは 1希少種の運命をも左右する自然保護上の
問題に発展しかねない危険性さえはらんでいるのであ
る．
拙著（Miyake et al., 2011）が魚類検索第三版において
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事実の曲解ともいえる引用をされているだけでなく，国
内希少種の指定解除といった法改変の根拠にまでされて
いることに対し，著者として遺憾といわざるを得ない．
また，この学名変更が今後のスイゲンゼニタナゴの保護
行政に与えると思われる悪影響に対し，多大なる不安を
感じている．魚類検索第二版はこれまで環境省版のみな
らず都道府県版レッドリストの編集においてベースとさ
れ，使用される学名は専らこの図鑑の内容に準じたもの
となっており，第三版も今後，同様の役割を果たすこと
が予想される．しかしながら，日本の自然保護行政に対
しこうした多大な影響力を持つもつ著作において，学術
論文のようなピアレビューの過程を経ず，一個人の私見
ともいえる内容が安易に記載されることに対し，驚きと
疑問をもたざるを得ない．当該箇所の執筆者である細谷
氏におかれては，魚類検索第三版におけるスイゲンゼニ
タナゴの学名および和名の変更が不適切であることを認
め，名称の訂正等，必要な措置を速やかに行うととも
に，種の保存法の指定解除に関する環境省との協議を停
止していただきたい．
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新知見紹介

伊豆半島小稲地先で採捕された成魚のアカメ

An adult specimen of the latid Lates japonicus 
recorded off Koina, Izu Peninsula, Shizuoka Prefecture

アカメ Lates jaonicus Katayama and Taki,1984は，宮崎
県と高知県沿岸をおもな分布域とする日本固有種であ
る．本種は沿岸の汽水域を中心に生息し，淡水の影響の
少ない水域からの記録は少ない．本種の分布について
は Iwatsuki et al.（1993）が詳細に報告している．成魚の
高知県と宮崎県以外からの記録は，和歌山県沿岸から
の 4個体（荒賀・田辺，1987）と大阪湾の淀川河口から
の 1個体（鍋島ほか，1994）に限られる．幼魚は本州で
は静岡県浜名湖と榛原地域の勝間田川河口から記録され
ている（松岡，1968；渡辺，1971；板井・後藤，2004）．
さらに近年，東京湾からも採集され，2009年以降の幼
魚の記録は南日本沿岸で東進北上の傾向がある（井本
ほか，2012）．本稿では，静岡県伊豆半島の南伊豆町小
稲地先で，2004年 11月 16日に本種の成魚と見られる 1
個 体 MTUF-35447（Tokyo University of Fisheries, University 

図 1.　静岡県南伊豆町小稲地先で採捕されたアカメ
（MTUF-35447）
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Museum, Tokyo），全長 455 mm，体長 368 mm，体重 1,750 g 
が採捕されたので報告する（図 1）．
本標本は，下顎が上顎よりも突出すること，前後の鼻

孔が接近すること，前鰓蓋骨下縁に棘があること，およ
び種々の計数・計測形質からアカメと同定された．体に
は幼魚特有の模様はなく，成魚に見られる淡い灰色を呈
しており，サイズから 2–3歳魚と考えられた．
アカメの浜名湖以東での採捕事例は，すべて汽水域か

らの幼魚であり，九州地方や四国からの受精卵や孵化仔
魚の黒潮による無効分散が出現の理由と考えられる．今
回，標本が採捕された小稲地先付近には大きな河川はな
く，これまでに本種の漁獲記録もない．また，採捕場所
はイセエビの漁場であり，淡水を嫌うイセエビの生態を
考えると淡水の影響のない海域と考えられる．したがっ
て，今回の記録は成魚が汽水域以外で採捕された点で特
異である．

引用文献
荒賀忠一・田名瀬英明．1987．和歌山県沿岸におけるアカメの
採捕記録．瀬戸臨海実験場年報，（1）: 59–61．
板井隆彦・後藤裕康．2004．アカメ Lates japonicus Katayama and 

Taki, 1984．静岡県，p. 351．まもりたい静岡県の野生生物 －県
版レッドデータブック－（動物編）．羽衣出版，静岡．
井本会美・瀬能　宏・遠藤広光・増田元保・田中文也・岩槻幸
雄．2012．ミトコンドリア DNA の D-loop領域からみた日本産
アカメの遺伝的集団構造．p.68. 2012年度日本魚類学会年会講
演要旨．水産大学校，下関．

Iwatsuki, Y., K. Tashiro and T. Hamasaki. 1993. Distribution and 
fluctuation in occurrence of the Japanese centropomid fish, Lates 
japonicus. Japan. J. Ichthyol., 40: 327–332.

Katayama, M. and Y. Taki. 1984. Lates japonicus, a new centropomid fish 
from Japan.  Japan. J. Ichthyol., 30: 361–367.

松岡玳良．1968．第二編 漁場および生物調査．第 13章 浜名
湖産有用水族相．静岡県水産試験場浜名湖分場（編），pp. 
87–97．浜名湖浅海漁場開発事業調査報告（昭和 40-42年度），
浜松．

鍋島靖信・安倍恒之・日下部敬之・山本圭吾・波戸岡清峰．
1994．大阪湾（淀川河口）でアカメがとれた．Nature Study, 
(40): 26–28．

渡辺佳一郎．1971．浜名湖の珍魚，奇魚．はまな，(116): 2–3．

（川嶋尚正 Naomasa Kawashima：〒 420–8601 静岡県静
岡市追手町 9–6　静岡県経済産業部水産振興課　e-mail: 
naomasa1_kawashima@pref.shizuoka.lg.jp）

　　　　　　　　　　　　

魚類学雑誌 60(2):194–195
2013年 11月 5日発行

日本産フサカサゴ科ノコギリカサゴ属魚類の標準和名

Standard Japanese names for the species 
of Brachypterois (Scorpaenidae)

Matsunuma et al.（2013）は，フサカサゴ科ノコギリカ
サゴ属 Brachypteroisに 3種を認め，オーストラリア北東
部沿岸域に分布する 1種を B. curvispinaとして新種記載
し，北西太平洋に分布する 1種を B. serrulata（Richardson, 
1846）に，インド・西太平洋に分布する 1種を B. 
serrulifer Fowler, 1938に同定した．彼らは，B. serrulataに
同定される種に対して標準和名ノコギリカサゴを用い，
B. serruliferに同定される種に対して標準和名ヨコバノコ
ギリカサゴを新たに提唱した．本稿では，2種の和名の
適用に関する経緯について述べる．本稿で用いた機関略
号は次の通り：BSKU（高知大学理学部海洋生物学研究
室）；HUMZ（北海道大学総合博物館）；URM［沖縄美ら
島財団総合研究センター（琉球大学理学部海洋自然学科
より移管）］．

Kanayama and Amaoka（1981）は，日本から初めてノ
コギリカサゴ属魚類を記録した．彼らは，土佐湾から
採集された 4個体の標本を B. serrulata（B. serrulatusと
して）に同定し，標準和名ノコギリカサゴを提唱し
た．しかし，Kanayama and Amaoka（1981）が用いた 4
標本のうち，同論文で図示（Kanayama and Amaoka, 1981: 
figs. 1–2）された 1標本（HUMZ 36733）はその後，B. 
serruliferに再同定された（Matsunuma et al., 2013）．残り
の 3標本（BSKU 2270；BSKU 7262；HUMZ 35083）のう
ち，HUMZ 35083は Ishida（1994）により調査されてい
るが，現在ではこれら 3標本はすべて所在不明であり
Matsunuma et al.（2013）では調査されていない．したがっ
て，標準和名ノコギリカサゴの提唱の際に用いられた標
本には，明らかに B. serruliferが含まれていた．
日本において，B. serruliferは前述の土佐湾産の 1標本

のみが確実な記録である．一方で B. serrulataは，ほと
んどが土佐湾からの記録であるが，国内から多くの標
本が得られており（Matsunuma et al., 2013），日本では B. 
serruliferと比べてよくみられる種といえる．また，和
名提唱の起点は中坊（2000a）におくことが推奨されて
おり（日本魚類学会標準和名検討委員会編，2005），中
坊（2000b）でノコギリカサゴの図版のもとになった標
本（URM-P 12150，タイ産）は B. serrulataに同定された
（Matsunuma et al., 2013）．以上のことから，従来のとおり
ノコギリカサゴに対応すべき学名は B. serrulataとする
のが適切であると判断された．したがって，B. serrulifer
に同定される種には和名がないため，本種に対して標準
和名ヨコバノコギリカサゴが提唱された（Matsunuma et 
al., 2013）．

Matsunuma et al.（2013）は，標準和名ヨコバノコギリ
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カサゴの由来を述べなかったが，この和名は本種が主上
顎骨側面の中央にある隆起線に棘をもつことに因む．な
お，標準和名の提唱にあたり，その証拠標本は上記の土
佐湾産の HUMZ 36733である．
日本において，ノコギリカサゴは高知県の土佐

湾，長崎県の橘湾および鹿児島湾から記録されている
（Matsunuma et al., 2013）．一方，ヨコバノコギリカサゴ
の記録は，前述の土佐湾のみである（Matsunuma et al., 
2013）．
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編集委員会からのお知らせ

Ichthyological．Research 印刷版の
カラーページ代が無料になります

Ichthyological Research（IR）では，Springer社の提供
するオンライン上でのサービス MyPublication （詳細は
http://www.springer.com/?SGWID=1-102-0-0-0） を 導 入 し
ました．導入にともなう特典として，IRでは印刷版の
カラーページ代が無料となります。カラーページ数に
制限はありません．ただし，編集委員会がカラーペー
ジによって論文の質が向上すると認めた場合に限りま
す．電子版のカラーページは従来通り無料です．対象
は会員と非会員の著者です．なお，編集委員会が無料
のカラーページを認めなかった場合でも，1論文につき
950ユーロ（+ 19%の税金）か，または 1150米ドルを
お支払い頂ければ，カラーでの掲載は可能です．IRの
Instructions for authors（http://www.springer.com/life+sciences/
animal+sciences/journal/10228）もあわせてご覧下さい．
従来の IRではカラーページ代が高額（1枚目が

110,000円）で，多くの著者がカラー掲載を断念してき
ました．今後はこのサービスを積極的にご利用頂き，ふ
るって論文を IRにご投稿下さい．皆様からのご投稿を
お待ちしています．なお，すでに受付済の IR原稿にも
この制度が適用されていることを，申し添えます．
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