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「生き物文化誌選書」と銘打たれた本書のカバー帯には，福岡
伸一氏による「大推薦」の文字が踊り，『ナマズほど人類の文化
史と密接に交差する魚はいない．そしてナマズほど人の想像力
を喚起する魚もいない．いったいなぜだろう．その答えのすべ
てが本書にある』と書かれており，これが 3名の編著者らが本
書を世に送り出した目的であろう．本書は全 4章，計 16の論考
と其処此処に挿入される 12のコラムで構成される大作である．
著者は計 21人に上り，日本 SF大賞受賞のベストセラー作家や
著名な神社の宮司を擁するほか，専門分野も進化生態学，動物
生態学，動物地理学，進化系統学，水産増殖学はもとより，人
類学，考古学，日本近世史，古代エジプト史，食品学，食文化
に至り実に幅広い．まさに「博覧誌」に相応しい執筆陣容と言
える．それ故に，残念ながら本書を網羅的に紹介するには紙面
が足りないばかりか，淡水魚類の生態を専門とする私ではあま
りに力不足であり，非現実的である．そこで本稿では各章に収
められているいくつかの論考の特徴をつまみ食い的にお伝えせ
ざるを得ないこと，また数多くのユニークなコラムの内容紹介
については割愛させていただくことをご容赦願いたい．
第 1章『ナマズの博覧誌』は，「ナマズの博物誌」（荒俣　宏），

「ナマズの絵図から見た東西の博物学的交流史」（滝川祐子），「文
化表象としてのナマズ」（森　誠一）の 3論考から成る．本章で
は，ナマズについて，古代文明に残された痕跡，精緻な絵図，
探検記に収められた記録，信仰対象となった偶像など，紀元前
から描かれ，形に表されてきたことが触れられている．
ナマズの語源はナマヅにあり，「体表の滑らかな，大きな頭の

魚」の意があるという．さらに，鯰という漢字のつくり部分の
「念」には粘る音の意があるそうで，あの体表のネバネバの粘液
がナマズの漢字表記の源になっていたことには正直驚いた．日
本の古典文学にナマズが最初に登場したのは 12世紀の今昔物語
集に遡るが，これ以外にもナマズと日本人の関わりを全国各地
に残る伝説，伝承，祭礼，食文化からもうかがい知ることがで
きる．そして，それらは西日本に多いのだそうだ．それもその
はずで，そもそも江戸期以降に人為的に移入されるまでナマズ
類は東日本に分布しなかったためで，合点がいく．

39科 3300種以上に及ぶナマズ目（第 4章）であるが，日本に
はこれらのうち 8種が分布するに過ぎない．世界に目を向けると，
ナマズは，中国では長寿，めでたい魚のシンボルであり，富裕
の象徴ともされてきた．また，エジプトでは神聖な存在とされ，
古代エジプトの聖刻文字にナマズの形が採用され，護符（災厄
を防ぐ神秘的な力があるとされる印標）にも使用されていたと
いうから驚く．他方，ヨーロッパの古文献にあまりナマズが出
てこない理由は，ヨーロッパナマズを除き，ほとんど自然分布
しなかったためらしく，ここでも生物地理が関係してくる．
江戸時代の鎖国期の話も興味深い．唯一交流があったオラン

ダから入ってきた “ 舶来図譜 ” が視覚革命をもたらし，当時の
科学と芸術に影響を与え，写実性の高さが追求されるようになっ
たのだとされる．さながら現代の魚類分類学者並みの観察により，
江戸時代に作られた魚類図譜「衆鱗図」は優れた写実的描写力
に溢れていたと言う．このように，江戸時代に描かれたナマズ
の絵図と共に進展した近代生物学に関する考察は，ナマズのみ
ならず，他の魚類についても触れながら進められるため，魚類
を研究する読者であれば誰もが楽しめる内容となっている．
コイやドジョウではなく，ナマズが象徴的に日本の歴史に登

場し，ナマズが神の使いとして祀られるなど，文化の構成要素
であったことも興味深い．たとえば，「ナマズの恩返し」の伝承
によれば，干ばつ時に村人がナマズを救ったところ雨が降り，
田畑が潤ったという．また，ナマズ模様が出る肌の病に対して
ナマズにご利益があると信じられた地域では食禁忌の文化が残っ
ているのだと言う．他にも，ナマズを食べずに守ること＝水源
保全という観点から同様の文化が残っている場所もある．自然
環境に関わる伝説の中に先人たちの資源保全の技術が垣間見え
る点など，興味は尽きない．このように，第 1章は，人とナマ
ズの奥深い，多様な関係を俯瞰できる構成となっている．
第 2章『ナマズをめぐる信仰と伝承』は，「鯰絵「瓢箪鯰」の

系譜」（加藤光男），「阿蘇の鯰信仰」（半田隆夫），「鯰絵馬と癜
病との関わり」（萩生田憲昭），「メコンに棲む神の使いプラー・ブッ
ク」（秋篠宮文仁），「オセアニアにおけるナマズの民族と信仰」（秋
道智彌），「古代エジプトにおけるナマズの文化誌」（萩生田憲昭）
の 6つの論考から成る．本章では，崇められ，畏れられてきた
生き物としてのナマズが多く語られる．人々はナマズに神秘性
を見出し，畏怖をおぼえ，天変地異，病気の治癒，家族関係の
改善を願ってナマズを祀った．こうした信仰や民俗は国外にも
見られ，人知の及ばない，不思議な儀礼や習俗があることも紹
介されている．
私たち日本人がなぜ地震と言えばナマズを連想するのか，と

いう問いに対して 2つの答えがあると言う．1つは，真っ昼間
にナマズが水面に姿を現すとその後に地震が起こるという伝承で，
これはもっともよく知られている理由である．2つ目は，1855

年に起きた江戸大地震と関連があるのだと言う．地震の後，鯰
絵と呼ばれる種類の書物が出版され，これが後世の日本人がナ
マズと地震を関連づけるようになった証拠だとする論考が粘り
強く述べられている．
ナマズの描かれた絵馬というものを読者は見たことがあるだ

ろうか？本論考には 13枚のナマズの立派な絵馬が写真（ただし，
モノクロ）で紹介されている．加えて，奉納されている日本各
地の 99の神社や寺院の住所付きリストまで掲載するこだわりよ
うである．これらの絵馬には非常にリアルなナマズからややコ
ミカルなタッチで描かれたナマズまでが様々描かれ，いちど実
物を拝見してみたくなる．ただし，実際にこれらの絵馬が収め
られた理由はと言えば，癜（なまず）病と呼ばれた平安時代以
降に知られる皮膚病の一種（上述）の治癒を祈願してのものだっ
たという．もっとも，実際にはさらに深い理由があったのだと
する著者の哲学的論考が続き，とても本稿では語り尽くせない．
ワシントン条約に指定されている巨大ナマズ，プラー・ブッ
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ク（メコンオオナマズ）も登場する．この論考は本書の真ん中
付近にあたるが，ここに来て本誌読者に馴染みのある用語が数
多く出てくる．プラー・ブックの生物学的な位置づけ，すなわ
ち本種の形態，生活史，食性，分子遺伝学的および生態的な特
徴までを程良く詳しく述べており，楽しみながら読み進められる．
ただし，これは序論に過ぎない．中国やタイに伝わる，神に護
られている魚としての本種にまつわる様々な興味深い伝承，そ
してプラー・ブック漁に際する儀礼が特に詳しく紹介され，ま
さに本種がメコン河流域の「文化の中にいる魚」であることが
よくわかる内容となっている．最後に，本種の深刻な資源状態
と保護政策に関する豊富な情報が記されており，東南アジアの
絶滅危惧魚類の保全に関心のある読者には特に参考になるだろ
う．
本章では，さらにニューギニア，オーストラリアにおけるナ

マズの漁撈やナマズをめぐる民俗と信仰，そしてナマズをモチー
フとする装飾品が豊富な写真と共に紹介されており，いずれも
興味深い．ナマズは狩猟の豊饒を祈願する対象とされ，また民
族誌的研究によれば死の観念と結びつくものとされているとい
うから，なんとも侮れない存在である．また，古代エジプトに
おけるナマズの存在価値は私たちの想像を超えるものだ．象形
文字にナマズが登場するだけではない．紀元前 3000年頃のある
王の名前にはなんとナマズを意味する言葉が冠されていたので
ある．それほどまでにナマズが “ 重用 ” されていた理由も詳し
く解説されており，いずれもナマズの生態と関連しているとい
うから恐れ入ってしまう．他にも，古墳から発見された壁画に
はナマズを含む多数の魚類が描かれていた．これらのユニーク
な絵も数多く紹介されており，読者を飽きさせない．
第 3章『暮らしの中のナマズ』は，「水産学の立場からナマズ

を考える」（黒倉　寿），「ナマズの漁撈とその多様性」（秋道智彌・
大石高典），「前門のバサ，後門のティラピア―アメリカナマズ
盛衰記」（柏原精一），「鯰料理の名店「十一屋」のこと」（緒方
喜雄）の 4論考から成る．本章では，食の対象としてのナマズ
が焦点である．ナマズを獲る，増殖する，そして食べるための
知識や技術は多様であり，水産動物としての利用度合いは非常
に高い．
水産利用の観点から見ると，現在ナマズの輸出量が圧倒的に

多いのはベトナムで，全体の 9割のシェアだと言う．反対に輸
入量トップはアメリカである．これには正直驚きを禁じ得なかっ
た．と言うのも，私事で恐縮だが，20数年前，アメリカで国産
のチャネルキャットフィッシュ（アメリカナマズ）をよく食べ
たからだ．本論考でも紹介されている通り，アメリカはナマズ
養殖が盛んで，特にルイジアナ州を中心とする深南部と呼ばれ
る地域では人々はナマズを好んで釣り，養殖し，食してきた．
そして，なぜか私が暮らしていた西部のロッキー山脈麓のように，
それほどナマズ養殖が盛んではない地域においてもナマズはポピュ
ラーだった．大学の寮に数年間住んだが，食堂では月に 1–2度
のペースで美味しいナマズの切り身のフライが，大きな山をな
してテーブルの上に築かれ，食欲旺盛な若者たちの前で瞬く間
に消えていった様子が懐かしく思い出される．キャンパス内 10

棟ほどの寮に住む 5000人以上の学生に同様の食事が提供されて
いたことに鑑みれば，相当量のアメリカナマズが毎月，そして
何年にも渡り消費されていたはずだ．それが，今や論考題目に
あるとおり「前門のバサ」の状態であると言う．バサは，ベト
ナムで養殖され，アメリカに輸出されているナマズの１種である．
安く，美味しいバサはアメリカ国民に広く受け入れられ，アメ
リカナマズとの激しい “ 戦争 ” を制したのだと言う．その結果，

ルイジアナ州ではナマズ養殖産業が消滅した統計も示されており，
これはただ事ではない．この様子では今やアメリカナマズはレ
ストランのメニューから消えてしまっているのでは？と疑問を
抱き，現地に暮らす人に質問をぶつけてみた．まず，南部の一
角を占めるサウスカロライナ州（深南部ではないがナマズの消
費量はそこそこありそうだと推測）で魚類を研究する菅野陽一
郎氏に聞いてみた．すると，「（勤めている）Clemson大学の学
生食堂，町中のレストランでもメニューにはアメリカナマズの
フライがありますよ．スーパーではアメリカナマズが並んでい
ます．ナマズの生産量が激減したというイメージはありません」
との回答が返ってきた．それでは，ロッキー周辺はどうだろう？
コロラド州に住む Kurt Fausch氏（元コロラド州立大学）からの
返信はこうだ．「テキサス・ロードハウス（Texas Roadhouse）に行っ
てみると良いよ．全米に店舗を構えるチェーン・レストランだ
けど，今もナマズのフライは人気メニューの 1つだね．そこに
は “ 国産ナマズ ” と書いてあるから材料はアメリカナマズだろう．
それに，うちの近所のスーパーにもアメリカナマズが置いてある」．
本論考でも，アメリカナマズの “ 逆襲 ” の可能性に触れているが，
もしかするとそれが起こっているのかもしれないし，意外にも
バサが浸透していないのか，はたまた広いアメリカ国内の地域
差か等，考えさせられた次第である．余談だが，上記のチェー
ン店は日本にほど近い台北にも店舗ができている．果たしてこ
こでも原材料はアメリカナマズか，それともバサか？そして，今，
私は久しぶりに鯰を食したく，京都の「十一屋」に足を運びた
い気持ちになっている．
第 4章『ナマズのサイエンス』は，「現生ナマズの系統と現状」

（小早川みどり），「ナマズの生態と性格」（片野　修），「ナマズ
の考古学」（松井　章・石丸恵利子）の 3論考から成る．この最
終章では，ナマズの分布，系統，生理，生態，保全，考古学な
どが焦点である．人はナマズという魚をどこまで解き明かして
きたのだろうか．ナマズについて主に生物学的な知識を仕入れ
てから本書を読みたい方には，本章を最初に読むのがお勧めだ．
本章では，最初に魚類学的にナマズがどのような魚かがわか

りやすく解説されている．それは，頭部が扁平でヒゲがあり，
鱗がなく，粘液で覆われる，と言った具合であるが，一筋縄で
はいかないところがナマズのすごいところで，例外が多々ある．
なにしろ，ナマズ目は魚類全体の現生種 3万種の 1割以上を，
淡水魚全体では実に 4分の 1を占め，オーストラリアを除く 4

つの大陸に分布しているくらいだから，その適応放散ぶりは当
然であろう．世界中に分布するナマズの豊富な種数は，それら
の多様な形態，生息水域，繁殖，泳ぎ方，呼吸方法，発電や発音，
寄生性などに反映されている．体が透明な種，海に生息する種（ゴ
ンズイ），口内保育や托卵する種，逆さに泳ぐ種，空気呼吸する
種，そして吸血する種まで，実に多様である．さらに，本論考は，
ナマズがなぜ系統学的に南米大陸起源とされているかをわかり
やすく教えてくれる．
日本のナマズの生活史や繁殖，捕食生態について，著者自ら

の経験や研究データに基づいた楽しい読み物も用意されている．
ナマズのような捕食者であれば，生態系に及ぼす間接影響はさ
ぞ大きかろうと考えた著者が，ナマズがいればアユが増えると
いう仮説の検証を試みたエピソードも興味深い．私を含め，紹
介されている研究の原著論文を読んだことのある読者は多いと
思うが，結局，この仮説は支持されなかった．しかし，ナマズ
は “ 生物群集にやさしい捕食者 ” であるという，なんとも微笑
ましいエンディングとなっている．本論考では，ナマズを外来
魚対策にも役立てようとしたユニークな研究も紹介されている



79書評・Book Review

ほか，最後に保全生態学的視点から日本のナマズの危機と保全
に必要な対策が述べられている．ナマズをシンボルフィッシュ（と
著者は呼んでいないが）として守ることで生物多様性を取り戻
すことができることを明確に示しており，非常に重要な指摘で
ある．一方で，題目にあるナマズの性格は明確に語られていな
いように感じた．著者には稿を改めて “ ナマズの個性 ”（がある
のならば）について書いて欲しいと思った（不満ではなく，期
待である）．
本書を締めくくるのはナマズの考古学に関する論考である．

ここでは，日本列島における縄文時代以降のナマズ類の分布拡
大過程が示されている．本書前半でナマズの西日本から東日本
への人為的な分布拡大に触れているが，このプロセスが考古遺
跡から出土するナマズ類の骨と多くの文献を元に本論考により
明らかにされる仕掛けになっている．まず九州と本州西部でい
ずれも縄文時代の貝塚からナマズの歯骨や椎骨などが出土した
ことから，縄文末期までにナマズの自然分布の東端が北陸，滋
賀県，奈良県付近にあったことは確実のようだ．そして，弥生
時代に入ると貝塚そのものが減った（諸説あるようだが）ため
に淡水魚自体の出土例が激減するのであるが，愛知県の貝塚か
らナマズが見つかったことから，この時代に西から東へと広がっ
た水田稲作がナマズの好む生息場所を拡大させた結果ではない
かとする考察には非常に興味をそそられた．しかし，純淡水魚
であるナマズが海を経由して移入したはずはない．人為的に持
ち込まれ定着したのだろうか？という疑問を抱いた．その後，
奈良時代，平安時代に静岡県まで分布が東進し，ついに江戸時
代の享保年間（1710年代頃）にナマズは関東進出を果たしたよ
うだ．本論では詳しく述べられていないが，これには養殖や放
流の可能性が挙げられると言う．
以上述べたように，本書を読めば，ナマズのすべてがわかる

と言っても過言ではなく，海外でもこのような書籍は例を見な
いのではないか．と言うのも，本書は関心の焦点をナマズと人
間の関係に置いており，分類学的に言うところの “ 生物 ” とし
てのナマズだけではなく，“ 生き物 ” としてのナマズと文化，社
会，歴史などとの関わりを抽出している点で一線を画するもの
となっているからである．私には，これまで知らなかったナマ
ズの新事実がページをめくる度に現れる，といった具合であった．
また，各章は，読者の多くが目にしたこともないであろうナマ
ズに関連する多くのユニークな図，写真等で満たされ，ビジュ
アル的な工夫が随所になされている．惜しまれるのはカラー図
版が無いことで，巻頭に 1–2頁でもあったらという欲が出てくる．
なお，本書にはナマズのみならず，併せて多くの魚類が登場す
るため，ナマズ以外の魚類を研究する読者にも楽しめる内容と
なっている．ただし，本書を手にすると果てしないナマズワー
ルドに引き込まれるのでくれぐれもご用心を．

（谷口義則　Yoshinori Taniguchi：〒 468–8502　愛知県名古屋市天
白区塩釜口 1–501　名城大学理工学部　email: ytani@meijo-u.ac.jp）
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魚類学において，その研究対象となる魚類の系統関係はなく
てはならない情報である．私たちを惹きつけてやまない魚類の
形態，生態，行動，生理にみられるさまざまな表現型の多様性
には，一つ一つ，それが生み出されてきた要因が隠されている．
魚類学者は，種内の集団間，種間，あるいは科や目などの高次
分類群間といったさまざまな進化スケールで，関心のある表現
型を比較し，その進化要因を科学的に説明しようとしてきた．
このような比較において，すべての生物がその共通祖先から綿々
と受け継いできた DNA―そこに時間と共に蓄積されていくラン
ダムな変異―は，表現型の進化的関連性を知る上での共通の尺
度をもたらす．もし，5億年前に誕生した魚類全体の共通祖先
から，種分化や絶滅を繰り返しながら，3万種をはるかに超え
る現生魚類へ多様化した進化の道筋（魚類大系統）が DNAによっ
て解き明かされれば，発生学における線虫の細胞系譜のごとく，
魚類学全体に大きな利益をもたらすだろう．
本書は，この魚類大系統の解明という壮大な目標に向かって，

ミトコンドリアゲノムの全長配列の高速決定法を武器に，旧来
の分類体系が支配する世界に切り込んでいった著者の研究史が
描かれている．本書は，シリーズ「遺伝子から探る生物進化」
の中の 1冊であり，このシリーズは，進化生物学に興味を抱く
若い学生に，研究の成果だけでなく，そこにたどり着くまでの
研究者としての苦労や発見の喜びも生き生きと伝えることを目
標に掲げている．本書は，全体で 9章から構成されていて，ミ
トコンドリアゲノムの全長配列に基づく魚類高次系統の解明（第
4章から 8章）を中心に据え，その前に，そこに至るまでのバッ
クグラウンド（第 1章から 3章）が，その後に，著者が現在取
り組んでいる環境 DNAを用いたメタバーコーディングについて
の話（9章）が書かれている．そこで，これら 3つのパートに
分けて，シリーズの目標も考慮しつつ論評していきたい．
第 1章「系統学事始め」は，はじめに本書を読み進める上で

必要な分子系統推定に関する基礎知識と，分類体系が進化の道
筋を示すものではないという事実が，言葉巧みに解説されている．
ここでの要点を押さえたわかりやすい説明は，旧来の分類体系
に従って分類群が配置されている魚類図鑑を見て育った学生に，
著者がこれまで数え切れないほど同様の説明をしてきた過程で
磨かれた賜物ではないかと想像する．一方，章の後半では，既
成概念であった旧来の分類体系に独自の手法で鋭く切り込み，
魚類大系統解明の最前線で研究を展開してきた著者ならではの，
サイエンスにおける価値観が描かれている．サイエンスにおけ
る喜びや胸の高鳴りは，既成概念を覆すような “ 予期せぬ発見 ”
をしたときに得られる，という著者の言葉は，大きな発見をし
た研究者に共通の言葉であり，これから研究をスタートする学
部生や大学院生の心に響くものだろう．第 2章「研究の世界と
の出合い」，そして第 3章「深海性オニハダカ属魚類の研究へ」
では，釣りにのめり込んだ少年時代から，魚類大系統解明の起
点となったオニハダカ属魚類の分子系統学的研究までの自叙伝
となっている．この中で綴られる研究対象の魚類との出合い，
そしてさまざまな研究者との出会いは，一つ一つがつながりあい，
後の魚類大系統解明へと結びついてゆく．はじめから壮大なテー
マを目標に研究を進めてきたわけではなく，その時々に自分が
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真摯に向き合ってきたものが，後になって思わぬ形で新たな研
究展開に結びつく―著者は自身の過去を振り返りつつ，これか
ら一つ一つ経験を積み重ねてゆく若者にエールを送る．
第 4章「新たなミトコンドリアゲノム全長配列決定法」からは，

いよいよ本題である魚類大系統の解明へと話が進む．第 4章で
は，ロング PCRとユニバーサルプライマー群を組み合わせたミ
トコンドリアゲノム全長配列の高速決定法が，ヨコエソの遺伝
子配置変動をきっかけに着想され，実験的な試行錯誤を経て確
立されるまでが詳しく書かれている．続く第 5章「魚類大系統
解明へ向けた基盤形成」では，得られたミトコンドリアゲノム
全長配列データが，高次分類群間の系統推定にどれだけ威力を
発揮するのかが検証され，研究が本丸である条鰭類の大系統解
明へ展開していく過程が書かれている．これら 2つの章では，
研究の進行に合わせて，そこで必要な実験の原理や検証過程が，
それぞれ丁寧に説明されている．また，それに加えて，研究戦
略上重要な高次分類群間の系統仮説に関する説明も入る．いず
れも，個々にはわかりやすい解説なのだが，魚類学と分子生物
学の両方に精通した人でないと，一読で話の流れをつかむのが
難しい部分かもしれない．それでも，「はじめに」の最後に付け
られた「総合案内図としての魚類大系統」の図を参照しながら
繰り返し読んでみると，緻密な研究戦略によって自身のデータ
の問題解決能力を明らかにし，難攻不落にも思える本丸を攻略
していく研究の面白さが見えてくる．第 4章と第 5章は，本書
の中でも最も読み応えのある部分かもしれない．第 6章からは
一転して，特に魚類学会員なら，前述の「総合案内図」を片手に，
楽しく読み進められる内容となる．第 6章「条鰭類の大系統解明」
および第 7章「スズキ類の大系統」は，ミトコンドリアゲノム
全長配列を用いて解明された新たな系統関係が，概ね高次系統
間の関係から順に紹介されている．ここでは，いわゆる “ 古代魚 ”
の由来，サケ目の姉妹群，トゲウオ目の解体，新分類群 “ ペラ
ジア ” の発見など，私たちに馴染みが深い魚類の，想像もしなかっ
た系統関係がつぎつぎに明かされていく．著者らの一連の研究
を追って来なかった読者にとっては，まさに目から鱗の連続だ
ろう．また，個々のトピックにちりばめられた魚類の豆知識も，
それぞれ新たな系統関係から導き出される表現型の進化プロセ
スに関する仮説につながっており，読み手の知識によらず楽し
める内容となっている．第 8章「新天地を求める魚たち，新天
地に連れて行かれる魚たち」は，主にミトコンドリアゲノム全
長配列データに基づく分岐年代推定から得られる興味深い仮説
が紹介されている．冒頭の，“ ペラジア ” の適応放散がなぜ起き
たのかを解いていく場面では，一人の共同研究者の活躍が比較

的詳しく紹介されていて，他とはまた違った印象を受ける．
最終章である第 9章「魚の過去から現在・未来へ」は，著者

が目下取り組んでいる環境 DNAを用いたメタバーコーディング
に関する話で，ライブ感溢れる内容となっている．冒頭の “ 悪
夢の科研費不採択 ” では，なんと，不採択となった科研費申請
書の研究課題名と概要が丸々引用されている．本書では，著者
がその研究人生の時々に味わった悔しさが生々しく語られていて，
それが成功談のスパイスになっているのだが，この部分はまた
一段と強烈に，この最終章を引き立てている．「バケツ一杯…」
のキャッチフレーズでメディアにも大きく取り上げられている
新技術であるが，その要とも言えるユニバーサルプライマーの
開発秘話は，さらりと書かれてはいるが，是非見逃さずに読ん
で頂きたい部分である．
以上，手短ではあるが，本書を 3つのパートに分けて，私な

りに論評してきた．全体を通してみると，本書は，シリーズ「遺
伝子から探る生物進化」の “ 時間を追いながら研究の進展を語っ
ていく ” という設定に，忠実に従って書かれている．しかし，
その文面を読むと，著者が本当に伝えたいことがのびのびと書
かれていて，設定を意識した窮屈さは微塵も感じられない．こ
のことが功を奏して，著者の思いは，進化生物学に興味をもっ
た若手研究者，あるいは研究者の卵に，本書を通じてストレー
トに届くと確信する．また一方で，本書は，研究者としてすで
にある程度キャリアを積んだ読者にも，十分読み応えのある内
容となっている．約 15年前に，ミトコンドリアゲノムの全長配
列の高速決定法を確立した著者が，緻密に研究戦略を立てなが
ら（けっして片っ端から，絨毯爆撃的にではなく）解析対象種
を選び，国際的な研究レースを制していく過程は，読者をうん
と唸らせるものだろう．同様のデータに基づくもので，他の研
究チームに唯一先を越されてしまったレピドギャクシアスの系
統位置推定に関する話は，このストーリーをグッと引き締めて
いる．最後に，蛇足ではあるが，本書に手前勝手な注文を一つ
つけるとすれば，一緒に研究をした若手研究者（当時）の息吹
が感じられる記述が少しほしかったと思う．例えば，「精神と物
質」に登場するリタ・シュラーや，「フィンチの嘴」に登場する
ドルフ・シュラターは，研究者を取り巻く人間関係を生き生き
と描き出すのに一役買っている．著者を含む研究チームには，
なかなか魅力的な人物が多く揃っているので，また別の機会に
紹介されることを期待したい．
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