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日本産魚類検索全種の同定･第三版．－中坊徹次（編），2013．東
海大学出版会，秦野市．l+2428 pp. ISBN976-4-486-01804-9．35,000

円（税別）．

「日本産魚類検索－全種の同定－」の初版が出版されたのは
1993年であった．その後，1995年に「初版補訂第 2刷」が出版
され，2000年に大幅な改訂をともなった第二版が出版された．
第三版は初版以来 20年，第二版から 13年の時を経て出版され
た．初版は xxxiv+1474ページという大部の出版物であったが，1

冊にまとめられていた．第二版では lvi+1748ページ数となった
ため，2冊組みの本となった．そして，第三版は l+2428ページ
となり，ついに 3冊組の大きな出版物に発展した．

20年という歳月が経過したため，収録魚類は初版の 3608種
から 4183種へと大幅に増加した．著者構成にもかなりの変化が
あった．著者は初版では 14人であったが，第三版では 19人に
増加した．さらに，著者とは別に学名監修の担当者として平嶋
義宏氏が参加した（表 1）．初版以来，本書が日本産魚類の研究
に欠かすことができない重要な役割を果たしてきたことは論を

俟たない．第三版でもその役割に変わりはない．本書によって
我々は日本産魚類を同定し，分布情報を知ることができるよう
になった．編者を始め，多くの著者や出版に携わった関係者に
祝意を表したいと思う．
第三版の基本的な内容は初版や第二版を踏襲しているが，か

なりの追加と改訂がなされている．第三版の第 1巻は中村宏治
氏による魚類の美しい水中写真と編者が作成した日本産魚類の
分布パターンを示す口絵で始まっている．それに引き続いて，
xxixページから「凡例」があり，「検索の利用に当たって」が続
き，「目次」が l（ローマ数字の 50）ページで終わっている．そ
して，「魚類概説」が文献を含めて 3ページから 30ページに展
開されている．「科の検索」は 33ページから 137ページに渡り，
100ページを超える大作となっている．そして，豊富な線画を
ともなう「種の検索」が無顎上綱（141ページ）から始まり，
第 2巻の巻末のマンボウ科（1747ページ）で終わっている．
第 3巻では「分類学的付記と文献」が 1751ページから始ま

り，2243ページまで続いている．この項目の冒頭では，観察に
使用し，登録番号を示した標本の所蔵機関の一覧も示されてい
る．「分類学的付記と文献」の後には「総合文献」があり，多く
の文献が 2244ページから 2284ページに示されている．そして，
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「東アジアにおける魚類の生物地理学」が 2289ページから 2328

ページに述べられている．この部分は本書の英語版（Nakabo, 

2002）に出版された内容を発展させたものである．最後に「和
名索引」，「英名索引」および「学名索引」が 2339ページから
2428ページに示されている．
本書の真骨頂は，編者が「序文」で述べているように「絵解

きによる検索」を用いたことである．魚類を同定する際には
「検索」や「識別形質」を使用することになるが，文章のみでは
各種の特徴を把握することは難しい．魚類の分類形質の記載方
法に慣れていない学生や大学院生にとっては，通常の「検索」
を読み解くことは容易ではない．さらに，魚類研究者にとって
も自分の専門以外の分類群を相手にすると，同様の困難に直面
することがある．本書は魚類の全体図ばかりではなく，種を同
定する際に重要となる特徴を図示しているため，「検索」の途中
で迷子になる確率を大いに低くしている．つまり，読者が分類
学的特徴を確認しながら検索作業を進めることができるように
なっている．従来も FAOの同定ガイドのように，検索の中で部
分的に図を使用している出版物はあった．したがって，本書が
初めて「絵解きによる検索」を試みたとは言えないが，従来の
出版物と根本的に異なるのは「絵解き」を徹底したことである．
詳細な「絵解き」図を作成するためには，標本を観察しなけれ
ばならない．また，作図のために多大の時間を要することは言
うまでもない．本書は見事に「絵解きによる検索」を成功させ
たと言える．
その一方で，これだけ大部の出版物になると誤りが出てくる

ことは避けられない．綴りの間違いなど細かな誤りについては，
正誤表が準備されていると聞いているので，この書評には含め
ないが，「絵解きによる検索」の中に散見された誤りを数例指摘
したい．486ページにパラオイトヒキダラとクロダラが示され
ている．記述を見ると，腹鰭条の長さが両種で異なり，クロダ
ラでは肛門に達しないと書いてあるが，実際には肛門を超える
個体もいる．695ページ下部の検索表の右側の図では，「主鰓蓋
骨上方棘の後端は単尖頭」と記してあり，図もそのようになっ
ているが，実際には「主鰓蓋骨上方棘の後端は 2尖頭」であ
る．また，858ページの図の中ではカクレイシモチとなってい
るが，カクレテンジクダイが正しい．さらに，ヘビギンポ科の
1284ページ上段の 2分岐になっている検索に，腹部の鱗の状態
が記してある．しかし，当該種の標本と比較すると検索の記述
とは異なっている．また，1480ページ上段のウキゴリ属に関す
る検索に上顎後端の位置に関する記述と図がある．この記述と
図は正しい．しかし，同じページに出ているジュズカケハゼと
コシノハゼの全体図では，上顎が正しく描かれていない．つま
り，ジュズカケハゼでは上顎の後端が眼の中央下より後方にあ
り，コシノハゼでは上顎の後端が眼の中央下より前方で終わっ
ている．実際には逆である．
第三版では各種の分布について，詳細な情報が示されている．

標本や様々な文献を渉猟して分布情報がまとめられており，今
後の研究に大いに役立つであろう．ただ，記述方法が統一され
ていない場合があるので，その点は改善が必要である．各種の
分布情報の正確さについては，今後の検討が必要な場合がある．
たとえば，308ページに出ているコイを見ると，国内の分布情
報のみが示されている．コイは日本固有種ということになって
しまうが，コイがユーラシア大陸に広く分布することは周知の
ことである（Cyprinus carpioのタイプ産地はヨーロッパ）．
「魚類概説」（3–30ページ）に「11．魚類の分類体系」が示
されている．硬骨魚綱が認められているが，1970年代後半か

ら 1980年代初頭に硬骨魚綱は分類群として認められなくなり
（Miles, 1977; Wiley, 1979; Rosen et al., 1981），Nelson（1994）も側
系統群となった硬骨魚綱 Osteichthyesを破棄した（松浦 , 2000）．
Helfman et al.（1997）の The diversity of fishesにおいても「硬骨魚
綱」は分類群としては認められていない．分類体系については，
研究者によって様々な見解があるのは当然のことであり，四肢
動物を含まない側系統群として硬骨魚類を便宜的な分類群とし
て位置づけるという考え方もあるかもしれない．しかし，「硬骨
魚綱」という重要な分類群を認めるならば，もう少し丁寧な説
明が必要であろう．
第三版では多くの種の学名や和名について検討が加えられ，

その結果，学名や和名がかなり変更されている．変更の経緯に
ついては「分類学的付記と文献」に述べられている場合が多い
が，重要な魚類であるにも関わらず十分に理由が示されていな
い場合がある．第三版で使用されているフナ属の学名は第二版
とは異なる．「分類学的付記と文献」を見ると「タイプ標本と比
較検討した結果」フナ類の学名を以下のように変更したと述べ
ている．第三版では，ギンブナを Carassius sp.とし，キンブナ，
ナガブナおよびニゴロブナを Carassius buergeriの別亜種として
いる．オオキンブナについては，過去の研究結果やタイプ標本
との比較検討に基づいて Carassius buergeri buergeriという学名を
用いたと述べている．しかし，キンブナ，ナガブナおよびニゴ
ロブナを第二版では Carassius auratusの亜種としていたのに，第
三版では Carassius buergeriの亜種とした理由は明確にされていな
い．また，ギンブナは第二版では Carassius auratusの亜種として
Carassius auratus langsdorfiとされていたが，第三版では Carassius 

sp.と記され，種のレベルの扱いは不明となっている．このよう

初版（1993） 二版（2000） 英語版（2002） 三版（2013）

中坊徹次 中坊徹次 中坊徹次 中坊徹次

藍澤正宏 藍澤正宏 藍澤正宏 藍澤正宏

青沼佳方 青沼佳方 青沼佳方 青沼佳方

明仁 明仁 明仁 明仁

池田祐二 池田祐二 池田祐二 池田祐二

岩田明久 岩田明久

甲斐嘉晃

坂本勝一 坂本勝一 坂本勝一 坂本勝一

島田和彦 島田和彦 島田和彦 島田和彦

杉山佳代

瀬能　宏 瀬能　宏 瀬能　宏 瀬能　宏

土井内　龍

中山耕至

萩原清司

波戸岡清峰 波戸岡清峰 波戸岡清峰 波戸岡清峰

林　公義 林　公義 林　公義 林　公義

細谷和海 細谷和海 細谷和海 細谷和海

柳下直己

山口敦子

山田梅芳 山田梅芳 山田梅芳 山田梅芳

吉野哲夫 吉野哲夫 吉野哲夫 吉野哲夫

平嶋義宏
（学名監修）

表 1.　初版から第 3版までの著者一覧
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にフナ類の学名や分類にかなりの変更があったが，十分な説明
はなされていない．第三版に一貫しているのは，従来使われて
いた Carassius auratusという学名を用いていないことである．
上記の学名の変更は動物命名法審議会の決定と関連があると

思われる．動物命名法審議会は家畜種と野生種の学名に関する
Gentry et al.（1996）の提唱を受け，金魚を含む家畜種 17種の
学名に先取される野生種の学名を保全名とすることを決定した
（ICZN, 2003: Opinion 2027）．
家畜種と野生種の学名をどのようにすべきかについては，動

物学者と考古学者によって議論が行われてきた．多くの家畜種
は Linnaeusによって記載された．その後で，家畜種が由来したと
考えられる野生種が記載されることがあった．このため，学名の
先取を基準にすると，野生種にも家畜種の学名を適用せざるを
得ない．その結果，学名の混乱が生じていた（哺乳類や鳥類）．
Opinion 2027によって，家畜種が野生種よりも先に記されていた場
合には，家畜種の学名は家畜のみに適用することにしたのである．
金魚は言うまでもなく「家畜」の 1種である．金魚は

Linnaeusによって 1758年に Cyprinus auratusという学名の下に記
載された．その後，この学名は Carassius auratusとして，フナ類
にも適用されてきた．Opinion 2027は Carassius auratusは金魚の
みに適用することを決定し，これまで Carassius auratusとされて
いた魚類には Carassius gibelio（Bloch, 1782）を適用することとし
たのである（Gentry et al., 2004）．ただし，これは学名の取り扱い
に関する事であり，所謂ギベリオブナとよばれていたアジア大
陸のフナ類と日本産のフナ類が生物学的に同じ物であると述べ
ているわけではない．野生種であるフナ類に Carassius auratusと
いう学名を使用できなくなったことが，第三版におけるフナ類
の学名変更の背景となっている．
ハゼ科魚類の学名の取り扱いには首を傾げたくなる例がある．

「分類学的付記と文献」の中でカスリハゼ属の学名に関する検討
が行われ，Mahidoliaではなく，Waiteaを適用すべきだとしてい
る．しかし，Kottelat（2013）が述べているように Mahidoliaを用
いるべきである．
第三版でも初版や第二版と同様に，和名はあるが種階級群

名（種小名と亜種小名）のない種が多数見受けられる．初版
（1993）から第三版まで 20年が経過したにも関わらず，依然と
して種階級群名がついていない魚類が多数存在する．第三版で
和名が付いているが，種階級群名のない魚種を数えたところ
109に達した．このうち，初版から状況が変わっていない魚種
が 69ある．また，第三版で新たに和名が提唱されたが，種階級
群名を与えられなかった魚種が 16ある．初版以後に多くの分類
学的研究が発表され，新種が記載されたり，分類学的な検討に
よって種階級群名が決定されたりした魚種もある．しかし，種
階級群名のない多数の「名無しの権兵衛」を見て愕然とするの
は評者ばかりではあるまい．言うまでもないことであるが，学
名（ここでは属階級群名と種階級群名の意味）がついていない
魚類は世界では認められない．科学の世界では，学名がなけれ
ば存在しないのと同じである．
初版を見ると，「別途報告する予定」とか「現在研究中」と書

かれている種が少なくない．20年が経過したのだから，自らが
「研究」を宣言した著者はその結果を出版しているべきである．
また，本書の著者以外の研究者が和名のみを提唱し，そのまま
放置されている魚種も多数存在する．いずれにしろ，和名のみ
が発表された状態が初版から 20年，第二版から数えても 13年
が経過している．未記載種なら新種記載論文が出版されるべき
であり，分類学的な検討の結果種階級群名が決まるのなら，そ

の結果を出版すべきである．できるだけ早く「名無しの権兵衛」
をなくして欲しいと思うのは評者のみではないであろう．
第 3巻には「東アジアにおける魚類の生物地理学」という項

目があり，日本および周辺海域・地域の魚類相の検討が行われ
ている．46図という多数の図に様々なグループの魚類の分布が
示され，区分けされている．多数の魚種の分布を検討した編者
の労力に敬意を表する．その結果，興味深い分布の様相を示す
魚類が存在することは分かるのであるが，分布パターンの区別
や型分けに留まっている印象を拭えない．
動物地理学は Hennigの分岐学が登場してから，非常に大きな

変貌を遂げているが，本書に展開されているのは静的な区分け
である．既往の文献については Darlingtonや西村の業績，ある
いは Briggsやアジアの研究者の業績が引用されているのみで，
インド・西太平洋の海産魚類の動物地理を論ずるときに欠かせ
ない文献である Springer（1982）についてはまったく触れられ
ていない．また，動物地理を論ずる際には系統関係の検討が重
要であるが，その点も論じられていない．20世紀末から今世紀
にかけて，生物系統地理学（phylogeography）は大いなる発展を
遂げているので，そのような視点から日本周辺の魚類相を検討
する必要もあるだろう．もちろん，系統関係が判明しているグ
ループは限られているが，属レベル等の小さな分類群に絞れば
生物系統地理学的解析が行われている例はある．「東アジアにお
ける魚類の生物地理学」は日本周辺の魚類相研究に刺激を与え
る試みではあるが，消化不十分という印象が残る．
本書は初版以来，日本の魚類を研究する際の道標となってき

た．第三版はその役割をさらに明瞭にし，収録された情報は日
本産魚類の分類と分布の研究に必須のものとなっている．本書
のような大部の出版物があってこそ日本産魚類の研究が進むの
である．本書の序文にも述べられているが，松原喜代松の「魚
類の形態と検索」は当時の学部学生や大学院生，そして魚類
研究者にとって重要な文献となっていた．しかし，「検索」そ
のものは外国の研究者の論文を翻訳したものが多く，文章の
みで構成されていたため，決して使いやすい物ではなかった．
1950–1970年代と比べると，本書を手にできる学部学生や大学院
生は幸せである．豊富な図に基づいた検索，そして標本や文献
に裏打ちされた分布情報を一挙に入手できるのである．編者を
始めとした著者達が本書をまとめ上げるために費やした時間と
エネルギーは膨大なものであるが，その結果は日本魚類学に金
字塔となる出版物となって結実したと言えるであろう．
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奄美群島最南端の島．－与論島の魚類．－本村浩之・松浦啓一
（編）．2014. 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．648 pp., 1808 figs. ISBN 978-4-905464-04-4.

本書の概要
鹿児島大学総合研究博物館では 2008年より「鹿児島県魚類多

様性プロジェクト」の一環として毎年鹿児島県の各島嶼海域の
魚類相調査を行っている．そして，その結果を報告する形で，
2010年には「Fishes of Yaku-shima Island」（Motomura and Matsuura, 

eds.），2013年には「硫黄島・竹島の魚類」（本村浩之・出羽慎一・
古田和彦・松浦啓一，編）がすでに刊行されている． 本書はこ
れらの書籍に続く 3冊目であり， 2011年から 2014年にかけて行
われた与論島周辺海域および与論島内の淡水域の魚類相調査の

結果が，合計 33名の編著者によってとりまとめられている．本
書を含めたこれらの書籍はいずれも鹿児島大学総合研究博物館
のホームページから PDF版を無料でダウンロードすることが
可 能 で あ る（http://www.museum.kagoshima-u.ac.jp/staff/motomura/

dl.html）．こちらのホームページには本書の正誤表（2014年 7月
7日更新確認）もアップロードされているので，すでに本書を
おもちの方も一度アクセスしてみることをお勧めする．
調査の概要と成果
与論島周辺海域および淡水域の調査は合計 70名の研究者，学

生およびボランティアによって，約 3年半の間に 7回，計約 80

日間行われ，その結果，111科 323属 697種の魚類が記録された．
現在，日本には約 350科 4,000種の魚類が生息することが知られ
ているが，与論島のみでその 20%近い種数が確認されたことに
なり，本島周辺がきわめて魚類の多様性に富むことが示された
と言える．また，本調査における魚類の採集方法は，浅海域に
おける釣りやスキューバダイビング，地曳き網や夜間の集魚灯
採集，深海域を対象とした釣りおよび籠漁，さらに淡水域での
投網・手網などきわめて多岐にわたる．このような多様な方法
による採集活動もこれほど多くの魚種を記録することになった
大きな要因と言えるだろう．そして単純に種数が多いだけでは
なく，本調査によって分類学的な新知見も発見されており，そ
のうちのいくつかはすでに論文として発表されている．例えば，
本書でスズメダイ科の記載を担当している岩坪洸樹氏らは 2013

年に出版された論文において，従来から与論島にも生息するこ
とが知られていたキホシスズメダイが未記載種であることを見
出し， 与論島産の標本をホロタイプに指定し，Chromis yamakawai 

Iwatsubo and Motomura, 2013として新種記載を行った．加えて，
今まで日本からは採集記録がなかった 8種の魚類が発見され，
そのうち 3種は本書の出版に先立ち論文発表されるとともに新
標準和名が提唱された．また，残りの 5種についても本書で新
標準和名が提唱されている．  

本書の構成と特色
本書の構成としては，冒頭の約 10ページに調査の概要が説明

されており，その後に 600ページ以上にもおよぶ各魚種の記載
が続き，最後に地方名一覧，引用文献，標準和名索引，学名索
引，著者一覧および編者の紹介がある．これは 2013年に刊行さ
れた「硫黄島・竹島の魚類」とほぼ同じ構成である．
本書の大部分を占める各種の記載は，その形式が一貫されて

おり非常に見やすい構成になっている．具体的には，（1）和名
と学名，（2）形態，（3）色彩，（4）分布および（5）備考（類
似種との簡単な識別点など）の順番で記載されており，最後に
はその種を担当した執筆者の名前が示されている（これも「硫
黄島・竹島の魚類」と同様である）．これらの記載文は短めで，
少々ボリューム不足であるようにも感じられるが，その一方で
各種の記載と共に掲載されている生鮮時のカラー写真は質・量
ともに非常に素晴らしく，本書は魚類図鑑としての特色が強い
ように感じられる．写真は種ごとに最低でも 1枚，多いもので
は 10枚近く使用されており，合計で 1,808枚もの写真が使用さ
れたことが本書の冒頭で述べられている．「硫黄島・竹島の魚
類」で用いられた写真の数は 865枚であったため，掲載された
種数に違いはあるものの 1,000枚近くも写真が増えたことにな
り，驚くべきボリュームであると言える．さらにこの 1,808枚
の写真はその多くが展鰭（各鰭をひろげた状態で固定すること）
後に撮影されたきわめて美麗な標本写真であり，魚類のかたち
を正しく認識するうえで大きな役割を果たしている．また，南
方系の魚類には雌雄や成長段階によって形態や色彩が異なるも
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のが多く，成魚の特徴では稚魚や若魚を同定できないケースが
多々ある．しかし，本書では可能な限り多くの写真を用いてそ
の成長にともなう変化が網羅的に示されており，そのような種
類を同定する際には非常に役立つものと考えられる．これほど
の量の，しかも美しい写真を用意するには調査に参加した方々
の膨大な労力があったであろうことは想像に難くなく，同じく
魚類を専門に扱う者として敬服するばかりである．また，すべ
ての標本写真にはその下部に所蔵機関と標本番号が示されてい
る．これにより，自身の研究を進めるうえでその標本が必要な
場合には，借用などのやり取りをスムーズに進めることができ
るであろう．
一方，本書を読み進める中で少々気になったことは各種の写

真の配列である． 膨大な量の写真を用いているため仕方ないと
も思えるのではあるが，各種の写真が記載文よりも前にある場
合，後ろにある場合および前後両方にある場合があり，一貫し
ていない．非常に類似した種類が上下に並んでいる場合もあり，
一見すると異なる種類なのか，同種の形態差を示しているのか
分からず混乱を招く恐れがある．強いて言えば，という程度で
はあるが，写真と記載文のレイアウトにもう少し配慮があって
も良いように感じた．
とは言うもののやはりこれほどの魚種を質の高い膨大な数の

写真と共に掲載した本書は魚類図鑑としてきわめて優れている
ことに疑いの余地はなく，魚好きであれば眺めているだけでも
飽きない一冊であろう．また，魚類の研究者にとっても南方
系の魚種を調べる際に重宝することは間違いない．ただ，本
書は 600ページを超えるボリュームのために少々重量がある．
フィールドに出かける際は上述のホームページから PDF版をダ
ウンロードしておくのが良いかもしれない．

（大橋慎平　Shinpei Ohashi：〒 305–0005 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 s-ohashi@kahaku.go.jp）
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田んぼの生きものたち　ナマズ．－前畑政善（文・写真）．
2014．農山漁村文化協会，東京．56 pp．ISBN 978-454010-123-6.　
2,700円（税込）．
田んぼの生きものたち　メダカ・フナ・ドジョウ．－市川憲平
（文・写真）・津田英治（写真）．2012．農山漁村文化協会，東京．

56 pp．ISBN 978-454012-230-9.　2,700円（税込）．
農文協の生きもの絵本シリーズから，「ナマズ」と「メダカ・

フナ・ドジョウ」が出版された．本書は著者らが長年にわたり，
フィールドで調査・観察して撮影した，産卵の場面などの貴重
な写真を，カラーで豊富に掲載している．臨場感あふれる写真
とともに，本文には著者らのナマズ等に対する深い愛情がにじ
み出ており，読者を惹き付ける．「生きもの絵本シリーズ」であ
ることから児童を対象とした普及・入門書と思われるかもしれ
ないが，本書を児童用と限定するにはもったいなく，子供から
大人，専門家にまで，幅広く読み親しんで欲しいと思う．
本書は，見やすさと分かりやすさを配慮した構成である．そ

して丁寧な文体は読みやすく，子供から大人までそれぞれの関

心に応じて生物としての対象魚類を学ぶのに適している．野外
で釣る，捕まえるなど実体験を通して魚好きになった子供が，
もっと知りたくなって読むのもよし，私のように，現場の体験
はないが，遅ればせながら興味をもつようになった大人にもよ
し，である．本文中の漢字，特に地名の読み仮名は，子供に限
らず大人にもありがたい．釣りや飼育法，各地の観察会や保全
プロジェクトなども盛り込まれているため，本書によって野外
へ誘われる読者も多いに違いない．また，分かりやすい魚類入
門書であるだけにとどまらず，最近の魚類学における話題，例
えばメダカの地域型，フナの DNA解析がもたらした分類学的問
題なども紹介していることから，読者によっては生物学へより
関心を深めるきっかけにもなるだろう．同シリーズの既刊書を
読破してみたくなった．
さらに本書には，生物としてのナマズ等の形態・分類・生態

学的解説に加え，里山の伝統的環境，そこに生息する多様な生
物の生態・食物連鎖と人間活動との関係，長年の知恵で育まれ
てきた食文化まで掲載されており，知らず知らずのうちに魚類
と共生してきた私たち人間についても再考できるようになって
いる．生物学以外の興味深いトピックとしては，「ナマズ」では
民俗学，鯰絵，江戸時代の図譜，「メダカ・フナ・ドジョウ」で
はメダカの佃煮，鮒ずし，ドジョウ鍋や蒲焼き，その他の淡水
魚を用いた各地の郷土料理の紹介が挙げられる．
本書が伝える淡水魚は，水田や川，池などに普通に見られる

身近な生物として，日本人に古くから親しまれてきた生物であ
る．しかし，唱歌にも登場するほど慣れ親しまれ，ありふれた
存在だと思われてきたこれらの魚類でさえ，近年では絶滅危惧
種に選定される種が増えている．本書の一番のメッセージは，
これらの身近な魚種が絶滅の危機に瀕しているという深刻な現
状をはっきりと認識し，その危機から脱するために，我々人間
がどのように共生していくべきか，早急に解決していく必要が
ある，という警鐘であろう．
「メダカ・フナ・ドジョウ」には，「天然記念物のアユモドキ
を守ろう」という１章がある．アユモドキが絶滅した岡山県吉
井川水系等について，水路のコンクリート改修工事が絶滅の直
接の原因となったことを写真とともに記録・報告する一方，現
在，岡山で取り組まれている保全活動や観察会について紹介し
ている．アユモドキについては，現在，近畿で唯一現存する
京都府亀岡市の生息地が，大規模スポーツ施設の建設予定地と
なったため，日本魚類学会をはじめ，複数の団体が建設計画の
見直しを求めて要望書・意見書等を提出している．本来，天然
記念物に指定されるということは，社会的に保全を図るべき種
として共通認識していこうという，国による保全支持を得たよ
うなものではないだろうか．環境省のレッドデータブックに掲
載される絶滅危惧種も同様であると考える．しかしながら国内
での稀少生物の保全が，依然として大規模開発等に対して優先
順位が低い結果，絶滅や生存危機を回避できないという傾向は
非常に残念であり，どのようにすれば制度と理想を具現化でき
るのか，ということを考えずにはいられない．
著者らの生物保全に対する静かで熱いメッセージが，本書を

通じて多くの読者，特に子供たちに共感され，里山と生態系を
守り，受け継がれていくことを願ってやまない．

（滝川祐子　Yuko Takigawa：〒 761–0795　香川県木田郡三木町池
戸 2393　香川大学農学部　e-mail: sakanafriend@yahoo.co.jp）




