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日本産フグ類図鑑．—松浦啓一（著）．2017．東海大学出版部，
平塚．xiv + 127 pp．ISBN 978-4-486-02127-8．7,200円（税別）．
長年にわたってフグ目魚類の分類学に携わってきた松浦啓一
氏による日本産フグ類を対象にした総説的な一冊である．本
書では，フグ類としてウチワフグ科，フグ科，ハリセンボン
科およびマンボウ科を取り上げ，これらのグループに含まれ
る日本産種の分類と形態的特徴の記載に主点を置きつつ，生
態や毒性などさまざまな情報を概説している．

　　本書の前半部は属・種の検索と各種の説明で構成される．
フグ類は食用魚として日本人にとって馴染み深い魚であるが，
中毒を引き起こす可能性もある “ 危ない ” 魚の代表格である．
（フグ類の毒性については本書後半部の『フグ類の毒性』が参
考となる．）それゆえ，フグ類による中毒事故を防ぐためには
適切な同定の実施が前提条件となる．一方，本書の『まえがき』
でも述べられているように，食用となるフグ科のトラフグ属
やサバフグ属は分類が難しいとの一面も具有する．読者の中
にもフグ類の同定に頭を抱えた経験がある人は少なくないで
あろう．本書ではこのような背景から，「フグ類の適切な同定

に向けた情報提供」を最大の目的に挙げ，各種の形態特徴の
記載に加え，多数のカラー写真とイラストを併用した “ 分か
りやすい ” 検索表を示している．また，美しい模様をもつこ
とでダイバーの観察対象として人気があるフグ科モヨウフグ
属やキタマクラ属，特異な見た目から多くの水族館で飼育・
展示されているハリセンボン科などでは，水中写真や生時写
真も掲載することで標本写真との “ 見え方 ” の違いにも配慮
がなされている．さらに，一般の知名度が高く興味をもつ人
が多いマンボウ科については，稚魚期の解説を加え，各種の
生態や分類史などがより詳細に説明されている．このように
本書の前半部は幅広い読者層を想定した内容になっており，
一般の方々も十分に活用できるよう工夫が施されている．

　　本書のもう一つの特徴として，上述の分類図鑑的な要素に
加え，後半部（および中盤にある『トラフグ属をめぐる問題』）
にフグ類の分類学，進化，多様性，毒性および繁殖生態に関
する新旧さまざまな知見が盛り込まれていることが挙げられる．
これらのチャプターでは専門用語が多用されるため，魚類学
に関連する研究や業務に従事する人が読み手の主対象になる．
なかでも，松浦氏が専門としてきた分類学に関するチャプター
では，属レベル・種レベルでの学名問題やフグ目の系統関係
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の変遷が実例や引用情報とともに分かりやすく解説されており，
魚類の分類学的研究に取り組む学生や若手研究者にとっては
良質かつ実践的な「参考書」的要素もある図書と言えよう．
一方，『フグ類の繁殖生態』では，近年話題になったミステリー
サークルを作るアマミホシゾラフグや一部の種で比較的詳し
い説明があるが，その他多くの種では情報に乏しい．これは
日本人と深く関わりのあるフグ類の生態研究がほとんど進ん
でいないことを意味しており，研究の発展が課題として残さ
れている．

　　以上のように，本書は多方面の読者を想定した執筆がなされ，
また，各々に有益となる情報が盛りだくさんとなっている．
最初の出版から半年を待たずして増刷になったことからも，
本書の反響がうかがい知れる．私自身，フグ類のことにほと
んど無知だったので，魚市場に通い始めた頃はトラフグ属の
分類形質がよく分からず同定に苦労した．そんな折，ちょう
ど本書を執筆中の松浦氏に幾度となく助言を求める機会に恵
まれた．フグ類について理解を深めていくと，分類学的・生
態学的に不明な点が多い魚類であることや，種同定に関して
誤った情報が世に溢れていることを思い知らされた．とくに
後者に関しては生命に関わる重大な問題である．本書をきっ
かけにしてフグ類の諸研究が発展するとともに，より安心安
全な食品利用が行われることが望まれる．

（田城文人　Fumihito Tashiro：〒 625–0086　京都府舞鶴市長浜　
京都大学フィールド科学教育研究センター　舞鶴水産実験所　
e-mail: fumihito.tashiro@gmail.com）

魚類学雑誌 64(2):224–224
2017年 11月 25日発行

魚の形は飼育環境で変わる—形態異常はなぜ起こるのか．—有
瀧真人・田川正朋・征矢野　清（編）．2017．恒星社厚生閣，
東京．138 pp．ISBN 978-4-7699-1606-2．2,400円（税別）．採集
した魚の種を同定する際に，論文や図鑑などを利用しないと
いうことはまずありえないであろう．しかし，実際には成長
を追った知見が報告されている種は非常に稀であり，記載さ
れている情報との差異が種の違いによるものか成長段階の違
いによるものかに頭を悩ませることも多い．そこで，成長段
階ごとの個体の発育過程を把握するために，採取した卵や仔
稚魚を飼育し成長過程を観察することがしばしば行われている．
しかし，飼育環境は天然とは大きく異なり，得られる形態に
も天然とは差異が生じている懸念がある．ここで，飼育下で
発生しうる形態異常の実例や防除方法，あるいは異常が発生
するメカニズムなどを 15章からなるトピックスにまとめたも
のが本書である．異体類やハタ類などの種苗生産の現場で得
られた知見をもとに，形態異常とはそもそも何か，という観
点から異常の種類や部位，発生しやすい発育段階や原因とな
りやすい時期などを検証すると共に，その原因の推定や防除
方法が紹介されている．また新たな視点と今後として，形態
異常が発現するメカニズムがホルモンの作用や遺伝子発現な
どの面からも検討されており，最後の章（15章）で紹介され

ている形態異常を識別するための手法は，他分野への応用も
期待できるものであろう．なお，本書の内容は 2016年 3月に
開催された日本水産学会のシンポジウム「魚類人工種苗の形
態異常：これまでとこれから」の内容を取りまとめ，さらに
発展させたものである．随所にコラムとして「飼育屋」さん
たちの実感のこもったこぼれ話も収録されており，シンポジ
ウムに参加した方にも，し損ねた方にも，ぜひ手に取ってい
ただきたい一冊である．
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マンボウのひみつ．—澤井悦郎（著）．2017．岩波書店，東京．
208 pp．ISBN 978-4-005-00859-9．1,000円（税別）．名前は知っ
ている，水族館で泳ぐ姿も見たことがあるのに，その正体は
よく分からない魚の一つがマンボウであろう．実際，マンボ
ウには「謎＝ひみつ」が多いことが，本書を読めばよく分かる．
マンボウの研究で学位（博士）を取得した著者は，自身の研
究を軸として，様々な角度からマンボウの謎解きをしてゆく．
新書というコンパクトな本ではあるが内容は多岐に渡っている．
各章の構成は，I章の形態にはじまり，II・III章では生物分類
学上のマンボウ類の位置づけと著者らの研究グループが標準
和名を提唱したウシマンボウ，IV章では近年発展してきた研
究手法であるバイオロギングを用いた知られざるマンボウの
野外生態，V章では web上で募集した疑問に対する著者から
回答を中心としたマンボウの生態，VI・VII章ではマンボウと
人間との関わりとして民俗学的な内容に加え web（SNS）上で
の「噂」の真相解明まで扱い，さながらマンボウ事典といえ
よう．一方で，I章では一般的な魚（チダイ）との比較からマ
ンボウの形態上の特徴，たとえばマンボウには尾鰭（と腹鰭）
が無いことなどが，また II章では生物の分類学が解説され，
魚類学の入門的な内容がキッチリ押さえられている．続く III

章は著者の筆に力が入る章で，マンボウ研究事始めから，苦
労話とともに研究の面白さについて述べられている．個体数
が少ないマンボウの研究を進める上で，問題点をどんなアプロー
チで解決して行くのかという点は，若い研究者の参考にもな
るだろう．これまでの学術書にはない本書のユニークな点は，
著者による「マンボウ川柳」が要所々々に多数掲載されてい
ることにある．川柳ではトピックが 17音にまとめられており，
これを拾って読むだけでも楽しめる．巻末には，マンボウが
飼育されている水族館一覧も掲載されている．本書を片手に
マンボウに会いに行ってはいかがだろうか．
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