
41書評・Book Review

書評・Book Review

魚類学雑誌 61(1):41–43
2014 年 4 月 25 日発行

The Lateral Line System. — S. Coombs, H. Bleckmann, R. R. Fay and A. 

N. Popper, eds, 2014. Springer Handbook of Auditory Research, Vol. 48. 

Springer XIV + 347 pp. ISBN 978-1-4614-8850-7. 109.99 Euro．

近年，魚類の側線系は脊椎動物の進化や環境適応のモデル
ケースとして盛んに研究されている．2010 年以降も進化遺伝学
や発生生物学，生物物理学，神経解剖学などの幅広い分野にお
いて，側線系の論文が数多く発表されている．系統分類学分野
から側線系の研究に手を出した私では，関連研究の動向を把握
することにさえ手を焼く始末である．こんなことを述べると，
これから側線系の研究を始めようという方の士気を下げかねな
い．でもご安心あれ，側線系に関する研究を幅広くカバーした
新刊が出版された．

本書は，側線系研究の大御所や第一線で活躍している研究者
により執筆された，良質の専門書である．側線に関わる様々な
分野の研究史から最新の研究までが挙げられ，それらに基づく
解説がなされている．全 10 章で構成され，それぞれが独立した

（ただしコンパクトな）総説として機能している．以下，順に概
観する．

過去の輝き：聴覚学における側線系の研究史（S. Coombs and H. 

Bleckmann）— 本章では新規研究者向けに側線系の研究史が簡潔
に述べられている．17 世紀に最初の側線系の記載論文が発表さ
れたこと，19 世紀中頃までは粘液を分泌する器官と考えられて
いたこと，「側線は聴覚か触覚の，どちらの受容器か」という論
争があったこと，側線研究と聴覚学との関わりなどが略説され，
本書の導入部として読者を惹きつける．

側線系の形態的多様性，発達および進化（J. F. Webb）— この
章の内容は，本書のなかで最も多くの日本魚類学会会員の興味
を惹くものと思われる．側線系の基本情報，感丘（側線の受容
器）の構造と多様性，感丘タイプ，神経支配，初期発達および
側線管の多様性などが簡潔に解説されている．さらに様々な分
類群の研究史が紹介され，今後の研究の提案までなされている

（おまけに私が密かに温めていた研究テーマにも光が当てられて
いる）．側線を研究している方やこれから研究予定の方は必読の
章である．

水流刺激の流体力学（M. J. McHenry and J. C. Liao）— ここで
は側線の機能が流体力学の視点で解説されている．この直後の
2 つの章とともに，側線系の機能を詳細に理解するためには最
適の章である．論文などで特定分類群の側線系における生物学
的・機能的意義などを議論する場合，これら 3 章を引用するこ
とが多くなるであろう．ただし本章の前半は純粋な流体力学を
扱っているので，日本語による書籍で関連項目を通読すること
で代替可能である．

魚 類 の 側 線 に お け る 生 物 物 理 学（S. M. van Netten and M. J. 

McHenry）— 本章では，生物物理学の観点から canal neuromast（管
器感丘）と superficial neuromast（遊離感丘・表面感丘・表在感丘）
の機能的差異が重点的に解説されている．特定の分類群の側線
系を観察し，その配列や発達具合に機能形態学的な解釈や生物

学的意義を考察する場合，本章の内容は避けて通れない．やや
難解な箇所もあるので注意が必要である．私の英語力，知識お
よび理解力の低さを棚に上げているだけかもしれないが．

側 線 に お け る 感 覚 生 態 学 と 神 経 行 動 学（J. Montgomery, H. 

Bleckmann and S. Coombs）— この章では魚類の行動と側線系の関
係性が解説されている．水面での摂餌，水中での獲物探知，捕
食者からの逃避，コミュニケーション，ノイズ，遊泳調整，走
流性などの各場面において，側線系の機能および重要性が述べ
られている．側線系の刺激が引き起こす行動を明らかにした実
験が複数挙げられており，ストレスなく読み進められる章であ
る．

末梢側線系における情報の符号化と処理（B. P. Chagnaud and S. 

Coombs）— 末梢側線系における神経符号化とは，流体力学的な
事象（潮流や局所的な渦）を感丘が電気パルスへと変換し，末
梢神経がそのシグナルを脳内へ送ることである．本章では，電
気パルスを記録する手法の実験結果が多数示され，魚類が多様
な流体力学的情報をどのように受容しているかなどが解説され
ている．電気パルスという証拠が後押しとなり，説得力のある
解説となっている．

側線系の中枢神経機構（M. F. Wullimann and B. Grothe）— 側
線神経系の脳内への投射部位と通過経路が様々な分類群で解説
されている．中枢神経系の知識が要求され，大部分の魚類学
会会員には馴染みの薄い章であろう．表面的な知識としては
“Introduction” と “Conclusions and Summary” に目を通すだけでも充
分かと思われる．ただし，重要な情報も多数提供されており，
興味のある方は通読することを勧める．

側線情報の中枢処理（H. Bleckmann and J. Mogdans）— 本章は
2 章前の「末梢側線系における情報の符号化と処理」の中枢神
経版である．末梢側線神経から送られてきた信号が脳内ではど
のような刺激（電気パルス）となっているのかが示されている．
末梢側線神経系の神経符号化と中枢神経系での処理様態を理解
すれば側線系に対する知識が一段と深まる．根気が要るが，こ
れら 2 章も繰り返し読む価値がある．

側線系と聴覚系における機能的な重複と非重複（C. B. Braun 

and O. Sand）— ここでは側線系と内耳の発生や機能，脳内投射
などが幅広く比較され，共通点と非共通点が挙げられている．
側線感覚と聴覚の機能的な重複は，関連研究の発展によりかな
り限定的であることが判明している．ただし，個体間のコミュ
ニケーションや捕食，捕食者からの逃避，群泳などの場面にお
いて，側線感覚と聴覚の協調関係や役割分担に不明確な部分が
多いことも事実である．本章では，それらの不明点を解説し，
読者（潜在的な新規研究者）にいくつもの研究テーマを提示し
ている．

ゼブラフィッシュ仔魚の側線における感覚消失，保護および
再生（A. B. Coffin, H. Brignull, D. W. Raible and E. W. Rubel）— 本章
は他の章とは性質が多少異なり，側線系の研究においても実験
魚として多用されているゼブラフィッシュに焦点を当てている．
ゼブラフィッシュの実験魚としての記述や実験手法が紹介され，
そこに側線系の記述も加えられているという体裁である．本章
の著者の最終的な興味は人間の難聴にある．よって，感丘（=
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有毛細胞を含む器官）における機能不全や消失，保護，再生の
メカニズムが主眼として解説されている．側線系に関する動物
行動学的な研究をする方には，側線受容の阻害剤に関する項目
が有用であろう．

　以上，簡潔に紹介しただけであるが，予想よりも長文と
なった．本書自体は 300 ページ弱と，私の眼前にある感覚系や
側線系の威圧的な一部の書籍（700 ページ超と 900 ページ超）
よりもコンパクトである．通読して側線系の世界に目覚めるの
も良し，興味のない章を無視するのも良しであり，2–3 章ほど
でも内容に興味がある方ならば，本書は買いである．

（中江雅典　Masanori Nakae：〒 305–005　茨城県つくば市天久保
4–1–1 国立科学博物館 動物研究部 e-mail: nakae@kahaku.go.jp）

　　　　　　　　　　　　

魚類行動生態学入門．—桑村哲生・安房田智司（編著）．2013．
東海大学出版会，神奈川．265 pp. ISBN978-4-486-02011-0. 2,800 円

（税別）

魚類研究者にとって，本書はアイデアの宝庫である．本書を
読み終えた時，読者の頭の中には，新しい研究テーマがいくつ
もひらめいていることだろう．本書が取り扱う行動生態学とは，
生物の様々な性質の生存価（機能あるいは究極要因とも呼ばれ
る）を解明する学問分野である．今まさに脂が乗りつつある若
手研究者たちと日本の魚類行動生態学の中核を担う熟練研究者
たちがタッグを組んで執筆した本書では，魚類における行動生
態学の様々なトピックスが紹介されている．入門書として位置
づけられているように，これから行動生態学を学ぼうと考えて
いる学生や，この分野にはあまり明るくない他分野の研究者に
とって楽しみながら読み進めることができる内容となっている．
また，魚類における行動生態学の最新の知見についてもふんだ
んに盛り込まれており，入門書レベルの本で教えられることは
特にないと思っている行動生態学の研究者にとっても，勉強に
なる好著であるといえるだろう． 

本書は 3 部から構成されており，各章は基本的にその章を担
当する執筆者自身の研究を中心にまとめられている．第 1 部

（第 1 章 – 第 3 章）は雄間競争と配偶者選択に関するトピックス
が取り扱われている．第 1 章（太田和孝氏が担当）では，進化
の実験室とも呼ばれるアフリカのタンガニイカ湖のシクリッド
を対象に，雄のきわめて多様な繁殖戦術について概説されてい
る．雌の獲得を巡る配偶前の雄間競争だけでなく，卵への受精
を巡る雄同士の精子競争（すなわち配偶後の雄間競争）につい
ても取り上げられており，それぞれの雄の繁殖戦術と精子の量
や質との関係性が明快に示されている．第 2 章（佐藤　綾氏が
担当）では，性淘汰研究の花形であるグッピーを材料に，好み
ではない雄からの強制交尾に対する雌の対抗戦術について紹介
されている．グッピーは雌雄が交尾をし，雌の体内で卵と精子
が受精する繁殖様式をもつが，普通に観察しただけではわから
ない雌の体内で行われている隠れた選択が，好みではない雄に
よる強制交尾への対抗戦術として機能する話はきわめて興味深
い．第 3 章（松本有記雄氏が担当）では，イソギンポの仲間で
あるロウソクギンポにおいて，他の雌の配偶者選好性をまねる
雌のコピー戦術の適応的意義について考察がなされている．雌

が他の雌の好みをまねる理由の一つが，雄の強制産卵を回避す
るためであることを示唆する実験結果は，2 章のグッピーの話
と合わせて読むと，魚類の繁殖戦術の多様性や奥深さを感じる
ことができて面白い． 

第 2 部（第 4 章 – 第 6 章）は配偶システムと性役割について
の研究がまとめられている．第 4 章（門田　立氏が担当）では，
性転換にスポットを当て，双方向性転換を行う海産魚類サラサ
ゴンベの研究を中心に，その進化的有利性について検討されて
いる．これまで，性転換は生涯に一度だけ一方向に起こると考
えられてきたが，雌から雄へ，雄から雌へと両方向に性転換す
る双方向性転換の発見は，本研究分野に非常に大きな衝撃を与
えた．本章では，双方向性転換が起こる条件について丁寧な野
外観察に基づいた考察が行われている．第 5 章（曽我部　篤氏
が担当）は，自然界ではまれな一夫一妻の配偶システムをもつ
ヨウジウオ科イシヨウジの研究を中心にまとめられた章である．
不安定で他の配偶システムに変化しやすいと考えられている一
夫一妻が安定的に成立する理由について，雌雄の利益および系
統的な制約の観点から検討されている．第 6 章（安房田智司氏
が担当）では，第 1 章に引き続きタンガニイカ湖のシクリッド
の再登場である．世界的にも珍しい協同繁殖を行うシクリッド
の繁殖戦略について紹介された本章では，2 個体の雄に子の保
護を行わせることを狙った「雌による父性の操作（正確には父
性認識の操作）」という驚くべき雌の行動が紹介されている．

第 3 部（第 7 章 – 第 10 章）「他分野の取り込みと展望」 は，
行動の究極要因について基本的に論じてきたこれまでのパート
とは少し趣が異なり，生理学など他分野の視点から行動の至近
要因を探る研究がまとめられている．第 7 章（竹内勇一氏が担
当）では，再々登場のシクリッド（アフリカの古代湖がいかに
魅力的なフィールドかがよく分かる）を例に，行動の左右性を
生み出す神経基盤について紹介されている．第 8 章（竹垣　毅
氏が担当）では，第 3 章で紹介されたロウソクギンポを例に挙
げながら，行動と性ホルモン等の内分泌系との関係について詳
細な説明がなされている．第 9 章（小北智之氏が担当）では，
行動生態学においてこれまでブラックボックスとされてきた行
動の遺伝基盤を探る研究手法について解説されている．ゲノミ
クスが専門外である読者にとっては，章末に添えられた用語解
説集が本章の理解を助けてくれる．そして，最終章である第 10

章（桑村哲生氏が担当）では，行動生態学という分野が誕生し，
発展してきた歴史を振り返りながら，この学問分野の今後の展
望について語られている．

本書を読む上で，ポイントとして押さえて欲しい点が 3 つあ
る．1 つ目は，個体の行動の柔軟性である．以前はある種に 1

つの繁殖戦術が固定されているような視点の研究が多かったよ
うに思うが，魚も含め，生物が周囲の生物的・非生物的環境に
応じて自身の振る舞いを柔軟に変化させることは，今や一般的
になりつつある．本書で取り上げられた各研究事例においても，
その個体の行動の柔軟性に焦点を当てたものが多い．置かれて
いる状況に応じて柔軟に振る舞いを変化させ，自身の適応度の
最大化を狙う魚たちの巧妙な策の数々に読者は驚かされること
となるだろう．

2 つ目は，本書のクオリティーを高めている点でもあるが，
検証の作業がしっかりと行われているところである．いくら面
白い仮説を立てたとしても，その検証を怠っては研究の魅力

（あるいは信頼性）は半減し，「単なる面白いお話」と化してし
まうだろう．各章の研究者達がさらっと書いている仮説検証の
ための実験設定には，実に様々な工夫が凝らされている（その
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設定に行き着くまでに，数々の試行錯誤がおそらくあったこと
だろう）．この仮説検証のためのスマートな実験デザインや調査
手法にも是非注目してもらいたい．

3 つ目は，他分野の研究の取り込みである．第 3 部でまとめ
られていたように，最近の行動生態学研究には，生理学や分子
遺伝学など他分野の考え方や研究手法がどんどん組み込まれつ
つある（第 1 部や第 2 部で紹介された研究でもしばしば取り入
れられている）．第 8 章で述べられているように，他分野の研究
を絡めた統合的なアプローチによって，思いも寄らなかった行
動の適応進化を発見できる可能性はきわめて高い．現時点では，
どちらかといえば行動生態学の研究者の方が自身の研究を深め
るうえで他分野に必要性や興味を感じ，そのエッセンスを研究
に取り入れる例が多いように思う．しかし，至近要因の解明に
興味をもつ他分野の研究者の側からも行動生態学が目指す究極

要因の解明について興味をもってもらえれば，そして，それぞ
れの分野の研究者が協力することができれば，動物行動を真に
理解するうえで役立つであろう． 

最後になるが，第 10 章で述べられている「まず，実証すべき
おもしろいお話（謎）を見つけなければならない」という意見
には強く共感する．想像力の翼を広げ，既存の理論や枠組みに
とらわれず自由な発想で魚の振る舞いを注意深く観察すれば，
きっと心躍らせる新たな謎に出会うことができるだろう．本書
は，そんな出会いのための近道となる．

（高橋大輔　Daisuke Takahashi：〒 386–1298　長野県上田市下之
郷 658–1　 長 野 大 学 環 境 ツ ー リ ズ ム 学 部　e-mail: d-takahashi@

nagano.ac.jp）
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魚魚類学雑誌 61(1):43–43
2014 年 4 月 25 日発行

ヒラメ・カレイのおもてとうら―平たい魚のウラの顔―　— 山
下　洋（著）．2013．恒星社厚生閣，東京．127 pp. ISBN 978-4-

7699-1465-5．2,600 円（税別）．「もっと知りたい！海の生きも
のシリーズ」の 7 巻目として出版された本で、タイトルどお
りヒラメやカレイ、いわゆる異体類に関する解説本である。
このシリーズは専門家が最先端の研究成果を平易に紹介する
のが目的である。図や写真がふんだんに使われ、中学生・高
校生にも理解できるレベルで書かれている。しかし、その内
容はまさに最先端であり、ごく最近得られた知見についても
触れられている。また、特に専門的な事項については、随所
に「もっと知りたい」というコラムで解説がされ、幅広い読
者層を飽きさせないよう、工夫されている。全体は 8 章から
なる。第 1 章「カレイ類の多様な仲間たち」では、世界中の
カレイ類から身近なカレイ類まで、この類の生態的な特徴に
ついて簡単に解説されている。第 2 章「カレイのおかしな形
はなぜ生まれたのか」では、眼が完全に移動していないカレ
イ類の先祖の化石の話から、現存するカレイ類でも原始的な
分類群では眼が完全に移動しきっていないなど、眼の移動の
進化について説明されている。また、カレイ類の味の多様性
についても述べられており、著者の食へのこだわりの一端を

のぞかせる章ともなっている。第 3 章「変態するカレイ―成
長とともに眼が移動する魚」では、カレイ類にみられる眼の
移動を中心とした変態について、内分泌的な仕組みや生態学
的な適応、人工飼育下での変態の異常とその仕組みに関する
仮説が紹介されている。第 4 章「カレイの一生―冒険のはじ
まり」と第 5 章「生き残るのはたいへん！―稚魚たちの運命
は！？」では、仔稚魚の生き残りをかけた食性や生息域の変
遷を中心とした生活史について、数種類のカレイ類を例とし
て解説されている。第 6 章「漁獲量はなぜ変動するか」では、
資源変動の仕組みについて「卓越年級群」と「初期減耗」を
キーワードに解説している。初期減耗がなぜ起きるのか、お
もにヒラメの仔稚魚に関する研究を数例あげ、詳細に解説さ
れている。第 7 章「海がカレイを育てる仕組み」では、カレ
イ類の生育に浅海域が重要なこと、この類の餌生物から森と
海との関わりが見えてくることなどについて述べられている。
最後の第 8 章「つくり育てる漁業」では、文字通り栽培漁業
に関する最近の動向について解説されている。栽培漁業の優
等生ともいえるヒラメを例に、放流効果のさらなる増大のた
めに捕食者からの逃避行動を放流前に学習させたり、最適な
放流サイズ・放流場所・放流時期を推定する研究が紹介され
ている。付図として本書に登場する 15 種のカレイ目魚類が見
開き写真で掲載されている。 （古屋康則）




