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水から出た魚たち－ムツゴロウとトビハゼの挑戦．―田北　徹・
石松　惇（共著）．2015．海游舎．東京．166 pp．ISBN 978-4-

905930-17-4．1,800円（税別）．本書は干潟のハゼ類に魅せられ，
干潟を飛び回る Oxudercinae亜科の生活史研究に没頭された故 

田北　徹博士（第 1–4章）とトビハゼやムツゴロウの生理生
態の世界的権威である石松　惇博士（第 5–6章）による渾身
の著作である．干潟という調査しにくい場所での長年の研究
成果の集大成というべきもので，内容は多岐にわたり，ムツ
ゴロウやトビハゼなど水陸両用の生活を送る極めてユニーク
な魚たちの分類，生息環境，繁殖生態，陸上生活に適応した
進化の道筋，漁具・漁法，さらに彼らを取り巻く厳しい現状
を平易で分かりやすい文書でまとめあげている．読み進める
につれ，著者らのフィールドを中心としたきめ細やかな研究
活動が生き生きと目の前に浮かび，あたかも自分自身がその
現場にいるかのような臨場感を感じさせる力作である．本書
の全編を通じ，著者らの地道な研究態度と深い洞察力が随所
にちりばめられている．また，ふんだんに盛り込まれた写真は，
美しいだけではなく，極めて貴重なシーンを捉えており，魚
類研究者のみならず，これから魚類の生活史研究を志す若い
読者に驚きと感動をもたらすであろうショットが多い．干潟
の上の地味な魚たちの見事な婚姻色，生息密度が低い場所で
は決して見ることのできない密集したなわばりなど，息をの
む写真が掲載されている．このような魚類学的な興味に加え，
著者らは，我々ヒトの活動が，干潟の生き物の生活場所を奪
いつつあることに警鐘を鳴らしており，魚類学に携わるもの
のみならず，広く一般の方に一読をお勧めしたい良書である．

（立原一憲　Katsunori Tachihara：〒 903–0213　沖縄県中頭郡西原
町字千原 1　琉球大学理学部海洋自然科学科　e-mail: ktachiha@

sci.u-ryukyu.ac.jp）
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世界の美しいサメ図鑑．―仲谷一宏（監修）．2015．宝島社．東
京．155 pp．ISBN 978-4-8002-3867-2．1,600円（税別）．「美し
いサメ図鑑」と言うタイトルに偽りなく，本書に掲載されて
いる写真はありふれた側面からの標本写真などではなく，す
べてが美麗な海中の生態写真である．したがって図鑑と言う
よりは，サメの写真集に解説が添えられている，と言う表現
の方がふさわしいだろう．とは言え長年サメの研究に携わっ
てきた著者らしく，解説やコラムの随所に高度に専門的な，
または最新の知見が平易な言葉で散りばめられている．本書
で取り上げられているサメは 63種であるが，その大部分はテ
ンジクザメ目，ネズミザメ目およびメジロザメ目である．約
130種を擁するツノザメ目は，多くが深海性と言う事もあっ
てか 3種しか紹介されていない．しかし 63種以外にも標本写
真などで十数種を補足しており，なるべく多くのサメを紹介
しようとする配慮が感じられる．コラムではサメが見られる
水族館のリスト，巻末には日本で見られる（すなわち日本に
生息している）全種のリストが掲載されている．本書はコン
パクトな構成ながら多くの情報が網羅されており，少なから
ずサメに興味をもつ者に対しては良質な書籍と言える．

（須田健太　Kenta Suda：〒 131–8505　東京都墨田区押上 2–8–2　
岡部株式会社　海洋事業部　e-mail: k-suda@okabe.co.jp）
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新知見紹介

九州初記録のウシマンボウ

First record of a molid fish, Mola sp. A from Kyushu, Japan

ウシマンボウ Mola sp. A（山野上ほか，2010）は，フ
グ目マンボウ科に属し，日本近海では全長約 2 m以上の
個体のみが確認される大型魚類である（Yoshita et al., 
2009；澤井ほか，2011；山野上・澤井，2012）．ウシマ

ンボウは，近年までマンボウ Mola sp. B（山野上ほか，
2010）と混同されてきたが，全長約 2 m以上の個体にお
いて，ウシマンボウ（頭部が顕著に隆起し，舵鰭縁辺部
が波打たない）とマンボウ（頭部が隆起せず，舵鰭縁辺
部が明瞭に波打つ）は形態的に異なることが明らかとさ
れている（Yoshita et al., 2009）．
日本近海におけるウシマンボウの出現記録は，静岡県

から北海道に至る太平洋沿岸を中心とし，沖縄県，小笠
原諸島および石川県から散発的に確認されているのみで
あった（Yoshita et al., 2009；石川県水産総合センター，
2012；山野上・澤井，2012；澤井ほか，2014）．このたび，
九州東部に位置する大分県南海部郡蒲江町（現・大分県
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佐伯市蒲江）地先においてウシマンボウが確認されたた
めここに報告する．
本個体は 1999年 3月 27日に大分県南海部郡蒲江町

（32˚48'N, 131˚59'E）に設置された定置網で漁獲された．
漁獲後，本個体は大分県マリンカルチャーセンターの
100 m海水プールに一時的に搬入されたものの（図 1A），
大型個体ゆえに飼育困難と判断され，その日のうちに大
分県の元猿沖へと放流された（図 1B）．本個体の全長は
205 cmであった．頭部の隆起と波型のない舵鰭が確認さ
れたため，本個体はウシマンボウと同定された（図 1A）．
これまでの西日本でのウシマンボウの記録は，2005

年 5月に漁獲された沖縄県伊江島の個体が唯一であった
（Yoshita et al., 2009）．沖縄を除いた日本の太平洋側に限
れば，2004年 7月に静岡県伊東市で漁獲された個体が
西限記録であった（Yoshita et al., 2009）．よって，本個体
は九州での初記録となる．
ウシマンボウは夏季に三陸沿岸域で比較的多く漁獲さ

れることが知られ，上述したように西日本からの出現記
録がほとんどなかったことから，小笠原諸島経由で東北

地方に来遊してくる説（小笠原ルート）が有力視されて
いた（Yoshita et al., 2009；澤井ほか，2011）．しかし，本
個体が漁獲された蒲江は太平洋に開口する豊後水道の南
端にあり，黒潮の影響を強く受ける水域にある．本出現
記録は，ウシマンボウも黒潮沿いに日本近海へ来遊する
ことを示唆する．本個体が漁獲された 1999年 3月 27日
の蒲江周辺の海面水温は 20℃前後であり（神奈川県水
産技術センター，1997–2015），これまで確認されている
ウシマンボウの出現可能な水温範囲内（16–25℃）にあっ
た（澤井ほか，2011；澤井ほか，2014）．ウシマンボウ
の詳細な回遊を明らかにするためには，さらなる出現記
録が必要である．

謝　辞

調査協力および写真提供をしていただいた石井　完氏
（ダイブワン）および大分県マリンカルチャーセンター
の職員の方々に厚く御礼申し上げる．
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図 1.　1999年 3月 27日大分県南海部郡蒲江町（現・大分
県佐伯市蒲江）沖の定置網で漁獲されたウシマンボウ．矢
印は分類形質（頭部と舵鰭の形状）を示す．A：大分県マ
リンカルチャーセンターに搬入されたウシマンボウ（画像：
大分県マリンカルチャーセンター提供），B：大分県の元
猿沖に放流される直前の同一個体（画像：石井　完氏提供）．
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鹿児島県薩摩半島から得られたニザダイ科の稀種
Naso reticulatus の写真記録

A photograph-based record of a rare unicornfish, 
Naso reticulatus (Perciformes: Acanthuridae), 

from Satsuma Peninsula, Kagoshima Prefecture, 
southern Japan

ニザダイ科テングハギ属 Naso Lacepède, 1801は，尾柄
に固着した翼状隆起部がある骨質板を 1–2個もつことが
特徴で，インド・太平洋域から 20有効種が認められて
い る（Randall, 2001；Johnson, 2002；Randall, 2002；Ho et 
al., 2011）．しかし，やや深いところに生息するプランク
トン食性の種の標本が非常に少ないこと，多くの種で計
数形質が同じような範囲にあることから、本属魚類の分
類は難しい．さらに，多くの種の若魚は互いによく似て
いて，成長に伴う形態変化が著しいことなどから，成長

の途中段階での分類は一層難しい（Randall, 2001）．
日本からはこれまでに 15種のテングハギ属魚類が報

告されている（島田，2000；Shimada, 2002；Chiba and 
Matsuura, 2012；松沼・本村，2013；瀬能ほか，2013；島
田，2013）．2014年 8月に鹿児島県薩摩半島の南端に位
置する笠沙町沖において，これまで日本から報告がなかっ
た Naso reticulatus Randall, 2001と同定される標本が得ら
れた。本種は，これまでに台湾，インドネシア，インド
から，それぞれ 1個体が記録されているだけの稀種であ
り（Randall, 2001；Randall, 2002；Mohapatra et al., 2013），
薩摩半島における出現は，本種の分布北限を更新するも
のである．残念ながらその標本は、撮影・測定後，保管
中の冷凍庫故障の際に誤って廃棄された．しかし本種は，
残された写真だけからでも，外部形態および色彩斑紋の
特徴によって，種の同定が可能である．今回得られた個
体は，体長（SL）で 400.5 mmと十分に大きく，これま
でに報告された体サイズ（428–490 mm SL）と大きな違
いはないことから，成長に伴う外部形態や色彩斑紋の変
化が同定に影響することはない．本種は記録例が少ない

図 2.　Naso reticulatus, KPM-NR 159203B, 400.5 mm SLの頭
部側面．

図 3.　Naso reticulatus, KPM-NR 159203D, 400.5 mm SLの
尾柄部の背面．

図 1.　鹿児島県薩摩半島から採集された Naso reticulatus（KPM-NR 159203A, 400.5 mm SL）．
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稀種であるため，今回得られた個体の写真とともに，そ
の測定値についても参考資料として報告する．
標本の計数 ･ 計測は，Randall（2001）に従った．計測

はノギスとディバイダーおよび定規を用いた．計測値は
SLの百分率で記載，比較した．鮮時の色彩の記載は，
冷凍保存時の標本および写真に基づいた．色彩の記載に
おける表現は財団法人日本色彩研究所監修（1986）の系
統色名に準拠した．全身，頭部，尾柄部，尾部，口内の
写真を，神奈川県立生命の星・地球博物館の魚類写真資
料データベース（KPM-NR）に登録した．

Naso reticulatus Randall, 2001
（図 1–3；表 1）

Naso reticulatus Randall, 2001: 173, figs. 1–2 (type locality: 
southern end at Nanwan, Houpihu, Taiwan).

画 像　KPM-NR 159203A（全身，登録はカラー写真，
図 1），KPM-NR 159203B（ 頭 部， 白 黒 写 真， 図 2），
KPM-NR 159203C（尾部，白黒写真），KPM-NR 159203D

本報告 Randall（2001） Mohapatra et al.（2013）

日本 台湾 インドネシア インド

完模式標本 副模式標本

標準体長（SL）（mm） 400.5 490.0 428.0 456

計数

背鰭条数 Ⅴ , 28 Ⅴ , 29 Ⅴ , 29 Ⅴ , 29

臀鰭条数 Ⅱ , 27 Ⅱ , 27 Ⅱ , 27 Ⅱ , 28

胸鰭条数 17 17 17 17

腹鰭条数 Ⅰ , 3 Ⅰ , 3 Ⅰ , 3 Ⅰ , 3

計測（% SL）

体高 34.7 32.5 31.3 31.79

体幅 15.1 11.5 12.2 –

頭長 21.8 21.8 23.0 22.36

吻長 15.2 14.5 15.4 15.35

眼径 4.6 4.6 5.3 4.6

両眼間隔幅 9.5 7.4 7.3 7.45

尾柄高 4.2 4.0 4.0 4.16

尾柄長 14.8 13.8 14.1 14.03

前方の尾柄骨質板長 4.5 5.5 5.8 5.48

上顎長 5.2 4.2 4.6 4.38

背鰭前長 26.6 25.5 26.2 26.09

臀鰭前長 35.6 33.7 34.0 33.55

腹鰭前長 26.8 25.1 25.8 25.21

第 1背鰭棘長 9.4 7.7 欠損 7.67

第 2背鰭棘長 > 8.7（欠損） 7.4 7.6 7.56

第 5背鰭棘長 7.4 6.4 欠損 6.79

最長背鰭軟条長 7.7 8.1 9.0 –

最後の背鰭軟条長 4.2 5.3 5.6 5.48

第 1臀鰭棘長 5.7 4.8 5.1 4.93

第 2臀鰭棘長 6.3 5.3 欠損 5.48

最長臀鰭軟条長 7.0 7.4 7.7 –

尾鰭長 23.2 19.5 21.7 20.61

尾鰭湾入長 6.3 9.6 10.7 –

胸鰭長 13.2 13.0 14.3 13.15

腹鰭棘長 9.5 8.0 8.8 8.11

腹鰭長 10.2 8.5 9.5 8.77

表 1.　Naso reticulatus の計数と計測
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（尾柄部，白黒写真，図 3），KPM-NR 159203E（口内，
カラー写真）．いずれも冷凍保存時に荒井　寛撮影．1
個体，400.5 mm SL，鹿児島県南さつま市笠沙町高崎山
地先（北緯 31度 26分 0秒，東経 130度 10分 5秒），笠
沙町漁協自営定置網漁獲物，水深 36 m，2014年 8月 5
日，片野坂龍二採集，片浦漁港市場にて購入．ただし，
標本は計測・計数および記載事項確認の後，廃棄された． 

記載　計測値と計数値を表 1に示した．体は側扁し，
細長い（図 1）．尾柄はほぼ円筒形で，後方の骨質板の
前縁の背側と腹側に欠刻がある．吻背縁は全体的にわず
かに隆起し，眼の中心の前方にその頂点があるが，角状
あるいは鶏冠状の突起の形成は認められない（図 2）．
躯幹部から尾部にかけての背縁は，前半はゆるやかに膨
らみ，後半はやや直線的．腹縁は同様の滑らかな曲線を
描き，輪郭はほぼ対称で，体高は背鰭第１軟条基部で最
大．鼻孔は近接し，眼の前縁のすぐ前方にある．前鼻孔
は後鼻孔よりもやや大きく，やや下方に位置し，孔周囲
は隆起縁が明瞭．前鼻孔および後鼻孔を含み，前方へ向
かって丸みを帯びたほぼ半眼球大の浅い半球状の窪みが
ある．眼の水平中心前方から吻端に向けて，前記の半球
状の窪みに沿うように，その下方に， 1筋の溝がある．
前述の窪みとの間に 1隆起線をはさんだ状態になる．溝
は明瞭で後鼻孔下で最も深く，前後の鼻孔間下で屈曲し
ている．口は前端にあり，わずかに突出し，両顎歯は 1
列で，小さく，上下各顎に約 60本ある．下唇は細く，
幅は上唇の 1/2–1/3．舌は短く，丸い．頭部と体は，全
体が微細な鱗で被われる．各鰭の鰭条も同様な鱗で被わ
れるが，鰭膜，鰓膜と胸鰭基底の関節部は無鱗．尾柄側
面には，ほぼ円形の 2個の固着した骨質板があり，前方
の方がやや大きい．それぞれの中央部に翼状隆起が発達
し，上から見ると概ね半円形ないしは頂部がやや平坦に
なった台形で前方にやや角張った部分があるが，鋭く尖っ
てはいない．各骨質板には付け根側から外側に向かって
細かい線が多数ある（図 3）．側線は，眼の後方，鰓孔
上方に始まり，背縁輪郭と同様の曲線を描き，尾柄上の
前方の骨質板の前で終わる．背鰭は鰓蓋後縁上方に始ま
り，棘条部は前半の第 1–2棘は，軟条部よりも高く，軟
条部は次第に高くなり，第 7軟条が最長で，その後方ほ
ど低くなり，前方にある尾柄側面骨質板の前縁上方で終
わる．背鰭棘は，第 1棘が最長で，第 2棘がその次に長
く，残りの 3本はほぼ同長．臀鰭は，背鰭第 4–5棘下に
始まり，棘条部は軟条部よりも高い，第 5–6軟条が最長，
後方へ向かい低くなる．背鰭と同様に，前方にある尾柄
側面骨質板の前縁上方で終わる．胸鰭の基部は鰓孔の高
さの中心から下縁にかけてあり，第 3–4分枝軟条が最長
で，以後は次第に短くなり，最後の軟条長は最長軟条の
1/3よりはやや長い．腹鰭は胸鰭基底後端下方にあり，
第 1軟条が最長で，第 2，第 3と短くなる．腹鰭の後端
は臀鰭基底にわずかに達する．尾鰭後縁はやや湾入し，
上下両葉は伸長しない．

鮮時の体色　頭と体は暗いブラウンみのグレイで，下

半部は腹側に向かってやや淡くなる．頬および吻の側面，
体の上半部，尾鰭の基底部を除く全体に，輪郭があまり
明瞭ではない斑点，あるいは斑点がいくつかつながった
ような短い線状ないし線が湾曲して虫食い状となった暗
いグレイの斑紋が散在する．背鰭軟条部前半のすぐ下の
体背縁に沿って 2本の長い線状となり，また背鰭第
7–17軟条下方の側線下部に沿って線状となる．鰓膜は
暗いグレイ．胸鰭基底部およびその上方の擬鎖骨付近は
グレイ．上唇は周囲より暗いグレイ．背鰭は体背部と同
様の色彩で，線や明瞭な斑紋はない．棘部から軟条部第
2条までの鰭膜中央部はやや淡く，棘部および軟条部の
背鰭全体の背縁の 1/3は暗いブラウンみのグレイ．臀鰭
は，躯幹部腹方よりは淡く，オリーブみのグレイで軟条
部の 1/3–1/4くらいの下方は躯幹部同様の暗いブラウン
みのグレイで，縁辺は白で縁取られる．線や明瞭な斑紋
はない．腹鰭は，棘はややブラウンみを帯びるが，軟条
および鰭膜の多くは白．尾鰭は，前半は暗い灰みのブラ
ウン．尾鰭後半の鰭膜部はグレイで暗いグレイの斑紋が
引き立って目立つ．尾鰭後縁は暗色班と同様の暗いグレ
イで，暗色斑と同じくらいの幅で縁取られる．胸鰭は明
瞭な模様はなく概ね一様に体色よりは淡い．尾柄の骨質
板は躯幹部とほぼ同様かやや濃い．舌は白く，縁は暗い
グレイ，前端部および両側縁部は薄く赤みのグレイ．

備考　本報告の個体は，尾柄に固着した，翼状隆起部
を持つ骨質板が左右両側に 2個ずつ，臀鰭棘が 2本ある
という特徴をもち，Randall（2001）が定義したテングハ
ギ属の特徴と一致した．本報告の個体は，Randall（2001）
による N. reticulatusの記載や写真とほぼ一致したが，体
高が体長の 34.7%（体長は体高の 2.9倍）と Randall（2001）
の記載個体の 31.3–32.5%（3.1–3.2倍）よりやや高いこと，
背鰭棘や臀鰭棘がやや長いことなどの違いがみられた（表
1）．ただし，これらの形質は，本属魚類では成長に伴っ
て変化することから（Smith, 1966），種内の変異と考えた．
歯や鰓杷の特徴に関しては、確認する前に標本を失った
ため，Randall（2001）の記載と比較することができなかっ
た．

Naso reticulatusは，吻部外縁に顕著な隆起や突起がな
く，体表に不規則な形状の小暗色斑が散在することでゴ
マテングハギモドキ Naso maculatus Randall and Struhsaker, 
1981やナガテンギハギモドキ Naso lopezi Herre, 1927に似
るが，これら 2種とは以下の点で容易に識別できる
（Randall,　2001）．ゴマテングハギモドキは，背鰭棘が
6–7本だが，N. reticulatusは 5本である．ゴマテンギハ
ギモドキの成魚では，体側斑は主に点であるが，N. 
reticulatusでは，虫食い模様である． Randall（2001）は，
ゴマテングハギモドキの体高が高い（ゴマテンギハギモ
ドキの体長は体高の 2.75–2.9倍，N. reticulatusでは 3.1–3.2
倍）ことを特徴としているが，本研究の個体では 2.9倍で，
体高の変異範囲が重なることがわかった．本属魚類では
相対的な体高は成長に伴い変化するので（Smith, 1966），
ゴマテングハギモドキと N. reticulatusとでは，体高は明
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瞭な区別点とは言い難い．ナガテンギハギモドキは顕著
に体高が低く，体長は体高の 3.4–4.0倍なのに対して，N. 
reticulatusは 3.1–3.2（本報告個体は 2.9）倍で区別が可能
である．また，吻部外縁の形態が，ナガテングハギモド
キではほぼ平坦だが，N. reticulatusはやや隆起している
ことで容易に区別できる．以上のことから，本報告の個
体が，N. reticulatusであると同定した． 
本種は，これまで西部太平洋の台湾とインドネシアか

ら 1個体ずつ（Randall, 2001），インド洋のインド東部か
ら 1個体（Mohapatra et al., 2013）の報告が知られている
のみであった．したがって，本報告の個体が本種にとっ
て 4例目であり，分布記録の北限を更新するとともに，
日本からの初記録となる．しかし，標本が廃棄されてし
まったことから，本報告では標準和名の提唱を控える．
本種は今後も南日本の沿岸で発見される可能性があり，
標本の確保が必要である． 
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トピックス

8th International Conference on Stickleback Behavior
and Evolution 参加記

この国際会議は，関係者の間では「トゲウオ学会」と
か「Stickleback XXXX（XXXXは西暦）」とか呼ばれてい
るものであり，1984年に最初に開催されて以降，近年
では 3年に 1回開催されている．その名の通り，トゲウ
オを対象とした行動学，生理学，形態学，発生学，生態
学，寄生虫学，環境毒性学 , 遺伝学，ゲノム学，進化学
という広範囲の分野にまたがる研究発表が行われる国際
会議である．今回は第 8回目（Stickleback 2015）となり，
アメリカ・ニューヨーク州において 7月 26日から 31日
までの 6日間にわたり開催された．会場はマンハッタン
からロングアイランド鉄道で 1時間半程度のところに立
地する Stony Brook University（ニューヨーク州立大学ス
トーニーブルック校）の Charles B. Wang Centerという美
しい建物で（図 1），参加者は北米やヨーロッパの研究
者を中心に約 100名であった．
実は勤務する大学の教授会で今年度の海外出張者リス

トが報告されたときに，植物プランクトンの研究を専門
とする同僚から「国際トゲウオ学会なんてものがあるん
ですか！」と目を丸くされた．特定の狭い分類群のみを
対象とした学会は，専門分類群が大きく異なる研究者か
らきわめてマニアックなイメージで捉えられるのはある
意味当然なのかもしれない．もちろん，マニアックなの
が悪い訳ではないが（むしろウエルカム？），トゲウオ
を単にそのような対象として捉えることは適切ではない
だろう．トゲウオは，野生生物の行動学や進化学（進化
生態学，進化遺伝学，進化発生学，進化ゲノム学）の分
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野における “supermodel” としての地位を確立しており，
この分野の発展に大きな貢献をした魚類であるからであ
る．そういう意味でも，stickleback behavior and evolution
というタイトルはまさにふさわしいものといえるだろう．
ただし，トゲウオとはいうものの実際はほとんどが
Threespine Stickleback（イトヨ）の研究であり，参加者に
配布された Tシャツにもイトヨの適応放散のイラスト
がイトヨの世界各国語での表示とともにプリントされて
いた（図 2）．
今回の会議には，日本からは筆者の他，近年のトゲウ

オ学会における日本の顔となっている北野　潤氏（国立

遺伝研），北野氏の研究室に所属する石川麻乃氏，吉田
恒太氏および久米　学氏，さらに日下部　誠氏（東大大
気海洋研）と川口眞理氏（上智大）の 7名が参加した．
このうち私，北野氏，石川氏，吉田氏，日下部氏は口頭
発表で，久米氏と川口氏はポスター発表でそれぞれ研究
発表を行った．口頭発表は，1つの会場で参加者がすべ
ての講演を聴くことができるスタイルで，以下の 6つの
トピックで行われた（図 3）．なお，この原稿の執筆時
点 で は，http://life.bio.sunysb.edu/ee/stickleback/Schedule_
for_2015_Stickleback_Conference.pdfからプログラムを，
http://life.bio.sunysb.edu/ee/stickleback/ALPHABETIZED_
ABSTRACTS_FOR_ORAL_PAPERS_AND_POSTERS.pdfか
らアブストラクトをダウンロードすることができる．

Ecological and evolutionary dynamics
 （Kevin Laland氏によるプレナリートークほか 9講演）
Contemporary evolution
 （William Cresko氏によるプレナリートークほか 7講演）
Behavior
（Nadia Aubin-Horth氏によるプレナリートークほか 9講演）

Host-parasite interactions （6講演）
Developmental genetics
 （David Kingsley氏によるプレナリートークほか 3講演）
Speciation and sexual selection
 （Theo Bakker氏によるプレナリートークほか 9講演）
Ecotoxicology （6講演）

図 1.　Stickleback 2015の会場．A：Stony Brook University，
B：Charles B. Wang Center．

図 3.　口頭発表（A）とポスター発表（B）の様子．

図 2.　Stickleback 2015の参加者に配布されたイトヨ Tシャツ．
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Genomics
（Catherine Peichel氏によるプレナリートークほか 9講演）

Life history and physiology
 （John Baker氏によるプレナリートークほか 6講演）
いずれのトピックでも研究レベルの高い講演が目白押

しで，日本人参加者の講演も含めてきわめて刺激的で
あったが，世界のトゲウオ学の講演を聴いて，特に印象
に残ったものが大きく 3つあった．まず，著名な進化発
生学者である Kingsley氏や Craig Miller氏の研究室など
が進めている適応放散と関連した形態進化の原因 DNA
変異に関する研究である．順・逆遺伝学や分子生物学の
さまざまなアプローチを駆使して，原因 DNA変異（特
に転写調節領域の変異）を同定しようとするもので，あ
る意味ここまで厳密な証拠の積み重ねが要求される時代
になってきたのだと実感した．次に，アラスカ（Cresko
氏のグループ）やWhite Sea（Nikolai Mugue氏のグループ）
に存在するきわめて最近に淡水域に進出した集団（数十
年前～数百年前のスケール）を用いた集団ゲノミクスの
研究である．ゲノムスキャンによって生物の新規環境へ
の進出と関連した adaptive genomic landscapeを探る場合，
進出がきわめて最近に起こった複数の集団の存在が精度
の高い結果を得るうえで重要である．このような研究上
望ましい集団が，世界には確かに存在することを強く認
識できた．また，これらの研究では，複数個体の全ゲノ
ムリシーケンスデータやきわめて多くの RAD-seqデー
タ（数千個体分）を用いて解析していることもあり，結
果がきわめて美しく，説得力のあるものであった．最後
に，Andrew Hendry氏などによって行われているきわめ
て詳細な野外調査とゲノムワイドな DNA情報を組み合
わせて自然選択のパターンとメカニズムを実証しようと
する進化生態学研究である．まさに，野外生態学研究と
ゲノミクス研究の融合を感じさせるものであった．これ
ら 3種類の研究は，研究アプローチや厳密な意味での分
野の違いはあるものの，自然界における進化的現象を高
い精度で解明しようとする点では一致する．このような
検証度が高い研究が可能なのも，トゲウオ，特にイトヨ
が進化学の “supermodel” であるからである．もちろん，
最初から進化学の花形であった訳ではない．今回の会議
のホストである Michael Bell氏や Thomas Reimchen氏，
残念ながら今回は不参加であった Dorph Schulter氏など
の今尚現役で活躍する “ マクロ ” 生物学のレジェンド達
の研究成果を基盤として，イトヨの進化学研究にゲノミ
クスを導入した Kingsley氏などが参画し，“ ミクロ ” と
“ マクロ ” の統合研究の実現が今日のイトヨの地位を確
立したことは疑いない．Kingsley氏は，イトヨという魚
の分子遺伝学を行うと宣言した際，周りの研究者から
「Stupid！」と言われたエピソードを基調講演で紹介さ
れていたが，その後の Kingsley氏らの研究成果（Nature
誌や Science誌に多数掲載）を見ると，周りの研究者の
発言が見当違いであったことが実感できる．とにかく，
トゲウオ学は，まだまだ我々に野生生物の進化機構につ

いて多くのことを教えてくれるに違いない．
ところで，筆者はトゲウオ研究歴が浅く，トゲウオ学

会は今回が初めての参加であった．まだ未開の分野とも
言える行動生態学とゲノミクスを統合した進化学研究を
行うためのモデルとしてイトヨ類の研究を始めたという
ところである．今回は Behaviorのセッションで発表した
が，英語の発音の拙さがあるなかで，行動生態学者，お
よび進化遺伝学や進化内分泌学の研究者の双方から興味
をもってもらえたことは，研究の方向性に自信が持てた
という点で大きな収穫であった．
さて，3年後のトゲウオ学会（Stickleback 2018）は，

北野氏，および今回は不参加ながらも第 1回から本会議
に参加されてきた森　誠一氏（岐阜経済大）が世話役と
なって，初めて日本（京都市および福井県大野市）で開
催されることになった．世界のトゲウオ研究者のなかに
は，生態学，行動学，遺伝学，進化学などの分野におい
て，特定分類群を超えた著名な研究者が多い．そのよう
な著名な研究者の講演をまとめて日本で聴講できるまた
とない機会になるであろう．したがって，必ずしもトゲ
ウオを対象とした研究を実施していなくても，大学院生
や若手研究者を含む多くの日本人研究者の参加を期待し
たいところである．

（小北智之　Tomoyuki Kokita：〒 917–0003　福井県小浜
市学園町 1–1　福井県立大学海洋生物資源学部　e-mail: 
kokita@fpu.ac.jp）
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インタビュー

先達に聞く

話し手：簑島清夫　聞き手：林　公義
 2006年 8月 21, 22日取材
林：今日は「先達に聞く」ということで簑島さんをご

紹介することになりましたので ,まずは簡単なプロフィー
ルをお聞かせください．

簑島：私は 1915（大正 4）年の 4月 25日生まれなので，
今年 92歳になりました．
林：もうお生まれになった時から，相模湾をみわたせ

る国府津の地だったわけですね．
簑島：生まれは神奈川県の国府津で，兵隊で召集され

た 6年を除いて相模湾とは子どもの頃から一生の付合い
があります．つまり伊豆七島を見渡せるこの地で 80年
近く海と仲良しになっています．海を眺めているとイワ
シやイナダの群が泳いでいるのも眺めることが出来るし，
しかも季節ごとに違った魚が出てくるので，それに興味



209会員通信・News & Comments

を持ちました．私が相模湾の海と仲良しになったのは，
子供のときから漁師の釣り船とかに乗せてもらったから
でしょうね．
林：簑島さんのご両親はたしか旅館業でしたね．旅館

業の傍らで “ 生物趣味 ” を？
簑島：そうです，国府津駅前の「国府津館」を祖母の

代から営んでいました．尋常小 4年の時に母が亡くなり，
父は 1923（大正 12）年の関東大震災の時に亡くなりま
した．両親がすでに亡くなったので結局祖母が面倒をみ
てくれることで，私が割烹旅館を継ぐことになり，学校
は途中で辞めざるを得なくなりました．しかし目と鼻の
先が素晴らしい湘南海岸なので，仕事の傍ら材料の魚や
新鮮な海の幸を見ながら，いろんな海の生物に興味を覚
えましたね．湘南中学（現在の県立湘南高校）時代には
もう珍しい魚をホルマリン浸けの標本にし，そのころの
学校の標本は全部私が作りました．当時は標本を作った
り，ホルマリンを使って標本を残そうという人はそう多
くはいなかった．その頃に東大の田中先生（田中茂穂博
士）に届けた標本がまだ有る筈ですよ．
林：東京大学におられた田中茂穂先生への弟子入りは

その頃からで，そもそものきっかけは？
簑島：私が中学生の当時，江の島水族館に昭和天皇が

お見えになるというので，急遽タカアシガニの標本をつ
くることになったんです．田中先生と生物担任の先生か
らの要請で私と数人がその標本作りをすることになり，
大きな台の上に相模湾の模型を作ってタカアシガニを上
に乗っけました．今でもよく覚えています．水族館では
天皇陛下と田中先生がその標本をご覧になったと，担任
の先生から後で聞きました．中学校長が学習院出の方で，
宮内庁や東大の先生方と知り合いが多かったようです．
このタカアシガニの標本がきっかけで東大の田中先生を
知ることになりました．中学生のときです．生物全般や
博物学に興味をもったのは，今でいう博物館の学芸員み
たいな当時の生物担任の先生の指導のおかげです．
林：田中茂穂先生とのお付合いはその後も続くわけで

すが，どんな印象の先生でしたか？
簑島：中学生の頃から魚の標本を先生に届けたりして

いましたから，私が軍に入隊してからも東大の先生の研
究室をよく訪ねました．正門（赤門）から入らず，一高
側から入ると，すぐそこが先生の研究室でしたから．大
学に籍を置けば兵隊に取られないからという安易な考え
で大学進学も考えましたが，家が許してくれませんでし
た．祖母の意向で旅館業を継ぎましたが，余り夢中には
なれませんでしたね．魚の研究の方が好きでしたしね．
田中先生が “ 旅館業に専念しろ，魚の研究は趣味にしろ ”
と言われたのでその言葉に従い，以来長いお付合いでし
た．先生はあまり東大で授業をしないで，油壷の実験所
に行くことが多かったですね．青木熊吉さんのオキナエ
ビスの発見とその顛末記や，ジョルダン博士との研究の
ことも話してくれました．私も実験所によく先生を訪ね，
箕作佳吉博士とも話をしたことがあります．

先生は魚の本を沢山書いています．ある時先生が「一
番最近書いた本が五円五十銭になった」といって，その
本を見せてくれました．その時分の普通の兵隊の一か月
分の月給が五円五十銭だというと，「いいよ，お前には
やるよ」と言われた時は驚きましたね．ちょっと金銭感
覚の薄い「変わり者」という感じもありましたね．北海
道に調査に行くとなかなか帰ってこない，自分で勉強し
始めると夢中になっちゃって学校のこと忘れてしまう．
大学の先生より小田原魚市場の社長や漁師なんかとはす
ぐ仲良くなって，一緒に泊まったり，写真撮ったりもす
る．そういう人たちも一緒に私の旅館にはよく来ました
ね．小田原の魚市場で採集した魚を旅館に持込み，食し
たり研究したりしていました．部屋は決まって国府津館
の「松の間」でした．田中先生は寺田寅彦氏と同窓（高
知の中学校）のようで，「寺田の家は顕微鏡を買えたのに，
私の家は顕微鏡が買えなかった」と言い，私に向かって
「お前は専門家になるな．旅館やってりゃ俺よりいい顕
微鏡を買える」と言われたのには驚きました．若い時に
大変苦労されたんですよ．学問に対しては真面目で，い
つも正面から切り込んでいくような感じがありました．
林：東京大学での田中先生の話をもう少し教えていた

だけますか？
簑島：当時，先生の魚の採集は相模湾では小田原，東

京湾では三崎の魚市場や油壷が多かったと思います．遠
くでは北海道かな？ 東大の研究室（現東京大学総合研
究博物館）には先生直筆で書いた乱雑といったら失礼な
のですが，読みにくい字の記録ノート（標本台帳）がた
くさんありましたね．その中に小田原，真鶴，油壷，長
井などが散見できます．そこで熊さん（臨海実験所採集
人の青木熊吉氏）なんかが登場してくるんですね．深い
ところから一本釣りで釣るでしょう．どの魚はどの辺に
行けば釣れそうだっていう山勘が働くんですね．「アブ
ラボウズ釣ってこい」って言われたら，それを釣ってく
るんですからね．熊さんはとても重宝がられていましたよ．
私が師団で軍医の仕事をしていた時は住まいが東京で

したので，よく東大の田中先生を訪ねました．その時分
にずいぶん沢山の魚の標本を作らされましたよ．田中先
生は魚の本（単行本のこと）を沢山出されているでしょ
う．よく読むと魚の科学的な話だけでなく，歴史や民俗
学的な解説もされているんです．つまりこの頃の庶民に
とって魚を理解し易い内容の文章と珍しい習性や発見さ
れたことなどを組み合わせているんです．末廣さん（末
廣恭夫博士）の本は田中先生の影響を強く受け継いでい
ましたね．共通しているのは漁師の話や河岸で話を集め
るんです．それに外国の論文を使った新しい魚の研究を
紹介して自分流の本を作るんですね．
大学の研究室に行った時に，全国の学校の先生から集

めたメダカの呼び名に関する膨大なガリ版刷りの返信用
紙を見せられたんですよ．これは研究材料と次の本の準
備だと言って，その整理を手伝わされたことがあります．
大学の授業より楽しそうでした．田中先生は自分で本当
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に歩いて，皆と接する事で魚の情報を集めたんですね．
大学の経営陣とは全く反りが合わないけれど，民間人と
のつき合いは上手かったと思いますよ．学問に対する態
度が真剣なんです．
林：田中先生以外にも国府津館を訪れた研究者とのお

付合いもありましたか？
簑島：田中先生から電話がかかってきて「簑島くん，

蒲原君（蒲原稔治博士）が来たからお前んとこ泊めてく
れ」って．無料で泊めてあげるんです，魚のいろんな話
が聞けるから．蒲原さんは大変な酒豪だったけれど，田
中先生は酒を一滴も口にしない人で，小田原蒲鉾の赤が
好物でした．田中先生の伊豆の別荘によく蒲鉾を持参し
て，代わりに魚のネタ話を土産に持ってかえりましたよ．
私が講演をするときにその魚ネタはよく使いました．
国府津館には魚の先生がよく来ましたよ．先生同士が

関係あるんで自然とお付合いが多くなるんです．酒井　
恒先生（横浜国立大学：甲殻類の専門家）もカニの研究
で真鶴の実験所にくると国府津館によく寄られました．
田中先生は特定の人とは非常に仲良くしていても，あと
は面倒くさがっている感じもありました．ですから弟子
を育てるだとか，自分が面倒を見るということはやって
ない気がしました．最も身近に先生と接したのは羽根田
さん（羽根田彌太博士）と阿部さん（阿部宗明博士）と
私の三人しかいないんです．この三人には何でも言える．
羽根田さんや蒲原さんは先生と同じ土佐の同郷であるの

で親しみ易かったんでしょうね．羽根田さんの博物館（横
須賀市自然博物館）で晩年に何回も講演をしています．
私や阿部さんもその度に出かけました．いつも着物姿で
したね．
私には「研究室にきて勉強してもいいけど，お前は店

をやるんだから，卒業しなくてもいいし，博士号もやら
ない．だから好きなだけ勉強しろ」といってくれました
よ．阿部さんだけは東大の学生時代から先生が退官され
た後まで公私共にお付合いしていましたから，先生の唯
一の弟子と言えるかもしれません．国府津館に二人で来
られた時は，阿部さんが全て田中先生の面倒を見ていま
したよ．私は気楽な男なので ,国府津館では二人とも気
持ちが和らいでとってもよかったのかもしれません．聞
いた話ですが ,田中先生は授業日に「今日は休講」といっ
て北海道へ研究に出かけたまま中々戻らないこともよく
あったそうです．
助教授に推薦された時もそれを断り続け，先生が助教

授にならないと教授になれない人がいるのでと説得され
やっと承諾した話や，学位も大学側から催促されたので
論文を書いたなどの逸話がありましたね．教えることは
あまり好きではなかったと思いますね．あと論文を私に
書いてみろといわれたので，「相模湾の魚類」について
自力で書き始めていたものがあったのですが，その後先
生は全く知らん顔でした．同じころ四竈さん（四竈安正
博士：後に観音崎自然博物館長）が「ウナギの病気」に
ついての博士論文を作っていたので，そちらで手がいっ
ぱいだったんです．
林：田中先生と「魚の会」の設立とはどんな関係があっ

たのでしょうか．雑誌「魚」はどのような背景で発刊さ
れたのでしょうか．

簑島：終戦後，日本は大変な食糧難でした．特に蛋白
源の不足は大人だけでなく子どもの成長や健康に深刻な
問題を投げかけることが目に見えていました．これまで
も多くの日本人は蛋白質の摂取を魚に頼ってきたので，
マグロなどの遠洋漁業をいち早く復興させることが望ま
しいということで，東大の理学部長であった岡田　要博
士（後に国立科学博物館長）を中心とした「実用魚学」
を普及させる組織（会）を結成しようということになり
ました．庶民に水産の重要性の認識を高めるのが狙いで
したね．
当時はこのような会をつくるにあたっても GHQの許

可が必要なんです．一方で，マグロ漁船を運用するため
にはガソリン（航海用燃料）が大量に必要になるので，
終戦後間もなくでもあるためガソリンの配給依頼を当時
の GHQと交渉してはどうかということを私が岡田先生
や田中先生に話したことがあります．そこで GHQに出
向くと専門研究者だけの会の創設は許可されませんでし
た．交渉にあたっては，研究者からの要望だけでなく広
く民間人を含めた魚（水産）に対する知識旺盛な組織と
しての要望書が望ましく，会に民間人を入れることを条
件として，設立の許可とガソリンの供給は保障するとい

写真 1.　国府津館の庭木手入れをする簑島清夫氏（2006
年 8月撮影）
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う話になったわけです．
最初の交渉は岡田先生や東大の先生方でしたが，2回

目からは私も出席しました．主に田中先生の発案だった
と思いますが，この時に魚の研究者と多方面から魚に関
心のある民間人（漁師・魚市場・寿司屋・水産業界・釣
り具店・魚商売関係者）を入れた談話会組織を立ち上げ
ました．このような民間人を多く巻き込んだのは田中先
生のアイデアによるものです．この組織が「魚の会」の
発足になります．そして後に「魚の会」の連絡会誌とし
て発刊されたのが雑誌「魚」ということになります．
創刊号（1巻 1号）は 1948（昭和 23）年 8月の出版で，

内容は論文から観察記，エッセイまで幅広いものでした．
岡田　要，田中茂穂，阿部宗明，檜山義男，川本信行，
末廣恭夫，木村　重先生等の文章が創刊号には載ってい
ます．「日本人にとって魚は重要な栄養源であるという
事と，魚についてたくさん知ることが必要であり，これ
を全国的な運動として推し進める目的で本誌を発刊する」
という会長の岡田先生の巻頭文は今でも思い出せますね．
表紙は有名な挿絵画家の岸波百草居さんにお願いしまし
た．岸波さんはフランスに留学して絵の勉強をされた画
家ですが魚に大変興味があり，その特徴をとらえた挿絵
は岡田先生や田中先生も一目置いていたほどです．会の
趣旨に賛同されて描画は全て無料で提供してくれました．
副会長は岡田彌一郎先生，会の顧問は雨宮育作先生と大
島正満先生にお願いしました．
「魚の会」の定例会では，専門の研究者の先生が交代
で会員に講義をしました．あとは持ち寄りの茶菓子で会
員（個人と団体で 177名）との雑談会（現在のサロン会）
が賑やかでしたね．まあ純粋に考えると，魚の分類だと
かだけじゃなくて魚をとりまく海の話すべてを共有しよ
うという会であって，きっかけがマグロ漁に必要なガソ
リン供給のお願いを GHQにするための手段だったとい
うことですかね．戦中も日本の魚類学者は南洋庁の離島
研究所に出向き，兵隊の食糧不足を補う為に安全な資源
確保としての魚毒の研究を重ね，図鑑を作って各師団に
送っています．日本の魚類学者は素晴らしい仕事を残し
ていますよ．
林：「魚の会」の発展は「日本魚類学会」へと繋がれ

ますが，その頃のエピソードを教えていただけますか．
簑 島：1954（昭和 29）年に刊行した「魚」の第 5号

の名簿にもあるように 150名近くの方が会員登録されて
います．学者先生は北海道（犬飼哲夫，久保達郎先生等）
から九州（内田恵太郎，田村　修先生等）にわたる大学
や研究所の方々がいます．また各地の水産試験場や大学
研究機関も参加してくれました．多くの魚類研究者が立
ち上がったので，今度は漁業関連会社が応援してくれた
んです．当時は水産業界の羽振りはよかったですからね．
会員の募集は皆「知人の紹介」ということで増えていき
ました．中西悟堂さん（日本野鳥の会の創始者）も国府
津館の常連でしたので，渋沢敬三さんや黒田長禮さんと
旅館でよく談話され「魚の会」の会員になろうかという

話も出たくらいです．
談話会の 1回目は田中先生のいる東大で，2回目は国

府津館でした．あまり大勢が集まったので談話会でも会
費を取ったらどうかと田中先生がおっしゃり ,その会費
を「魚」の出版費用に充ててはどうかということになり
ました．こういう金銭感覚は田中先生も優れていました
ね．もっとも開催会場費や「魚」の出版経費はそれまで
全て理事としての私が殆ど負担していたので，田中先生
は少し気を使ってくれたんでしょうね．僅かですが年会
費の徴収と「魚」に販価がつきました．阿部さんの発案
で魚の会発行の魚類図鑑的な「絵はがき」も数集出しま
したが，運営費の足しにはなりませんでした．つまり 1
回目の運営資金から始まって，毎回の事業資金は全て私
がスポンサーとしての役割でした．この時田中先生が「お
前は旅館の主人でいろ，研究者にはなるな」といった理
由が良くわかりましたよ．国府津館が戦争中の空襲で焼
けなかったから続けられたことなのですが．
談話会では末廣さんが「マダガスカルのシーラカンス

の肉を解剖の後に食べた話」とか，小田原にあった日本
水産研究所の人が「船底で牡蠣の養殖をしたらどうかと
いう話」など面白いものもありましたよ．その話は後に
なって牡蠣などが船底につかないようにする塗料の開発
に発展したんですから，研究というのは素晴らしいと感
心しましたよ．民間の参加者は話すことなく，ほとんど
が聞く立場でした．大学生も多く来て盛況な時もありま
した．つまり戦後しばらくは世の中何にも明るい話がな
いこともあって，談話会で「魚の話」を聞くというのは
何か明るいニュースだったのかもしれません．研究者以
外の人でもこういう会に出てくるのが楽しかったと思い
ますね．
会誌の「魚」を出すことは決まっていたんですが，当

時はまだ良い紙がなかったので，わら半紙に印刷してい
ました．本当にひどい紙だなって今になると思いますね．
表紙が色刷りなんていうのは信じられないくらいでした．
いろんな事業者を賛助会員にしていたので出来たんです
ね．当時の賛助会員は羽振りがよくて金を出したがって
いましたからね．そういう賛助会員を集めてくるのは岡
田　要先生で，先生は各水産会社の経営や振興状況には
詳しかったですね．田中先生はその点まるでダメでした．
会の役員だけで魚の試食会なんかもやりましたよ．結構
盛況で，特に阿部さんが輸入された新しい魚を持ち込ん
で，国府津館で調理して試食することもありました．と
ころが東京や近隣の会員は談話会に参加しやすいんです
が，遠くの会員は「魚」の購読だけになってしまうんで
すね．多くの会員が集まれる場を作れないかという意見
と ,「魚」の第 5号の発刊が大幅に遅れ檜山さんが巻末
で詫びていますが，実はもう印刷費が底をついていたん
ですよ．それでこのままでは「魚の会」の会員だけでは
長く維持できないことが明らかになってきました．
阿部さんも編集をよく手伝ってくれたんですが，伊藤

魚学研究振興財団をスポンサーとして始めた同名の小雑
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誌「魚（UO）」の編集と発行が忙しくなり ,「魚の会」
の仕事は機会が少なくなりましたね．そんな時に「日本
魚類学会」が設立される話があり，岡田　要先生と岡田
彌一郎先生が「魚の会」の役員を招集して，さらに多く
の研究者や学生を会員とする「日本魚類学会」の基に「魚
の会」を発展的解消することが決まった訳です．最初の
数年は「魚類学雑誌」の編集と発行が「魚の会」という
ことになっているのはそういう事情からです．しかしそ
れからもしばらくは私の経理的スポンサーは続けなけれ
ばなりませんでしたね．
林：簑島さんは，平成 12年に日本魚類学会からこれ

までのご功績に対して感謝状をいただいていますが，今
はどんなお気持ちでしょうか．それと最近の学会の動向
はどうご覧になっていますか．

簑島：本当にありがとうございました．思いがけない
表彰で嬉しく思っています．「魚の会」から「日本魚類
学会」に移った当時は，まだ運営に多くの問題がありま
したが，専門家でもない私を岡田先生や多くの先生が頼
りにしてくれて，私も多くの魚の勉強をする機会に恵ま
れました．学会長が石山さん（石山禮蔵博士）の時には
よく国府津館で会合を開いてくださいました．私もその
様子を見ていて学会が素晴らしい発展をしているなと思
いました．
学会の年会もつい最近まで全出席しています．何しろ

これまで病気をしないので ,「魚の会」や魚類学会の年
会はほとんど出ています．確かに「魚の会」時代から経
済的援助はずいぶんしてきましたが，その分多くの著名
な先生方から魚の勉強をさせてもらったこと，魚を愛す
る気持ちを授けられたことなどを考えればこれまでの援
助は「月謝」ですよ．親友のダイビングの益田さん（益
田　一氏：伊豆海洋公園ダイビングセンター）ともよく
話をしましたが，結論は「偉い先生に勉強を教わるには
お金がかかる」でしたね．
だいぶ学会の雰囲気も最近は変わってきているように

思います．当時は割合のんびりとした雰囲気で，魚の研
究を楽しんでいるという感じがあり，素人研究をしてい
る私でも良くわかる発表内容が多かったですね．その時
分の会員の方々は魚の分類の研究が中心で，魚の生活に
関する発表は少なかったと思います．新種の発表は学会
誌より早く聞けるので楽しかったですね．当時の先生は
分類から生態まで幅広く承知されている方が多かったで
すね．
最近は大学の学生さんが多く，研究範囲も広がってい

ると同時に話を伺っても一つの専門分野の研究に精通さ
れているので，私みたいな素人がいろいろな話をする時
に繋がりがなくなるんです．今の世の中もそうなんです
が，自分が中心で社会全体とか歴史というものを理解し
ていない人が多い．魚の研究は分類が基本的に解ってい
ることと，海をよく知っていることが大切だと私は思っ
ています．専門研究者は専門の事だけ知っていれば良い
ということではないと思います．昔の学生は，先生のやっ

た事に何をプラスしようかという意欲があり，研究者と
しての心構えが強かったように思えます．私はそんな研
究の心構えを田中先生から教わったような気がします．
田中先生や岡田先生は魚以外の動物についても実に詳し
かったですよ．「日本動物学会」などにも入会を勧めら
れましたが，魚類学者であると同時に博物学者だったん
ですね．私も博物学が好きなのは両先生の影響かもしれ
ません．
林：これからも簑島さんの魚への興味と研究は続きま

すか？
簑島：自分の人生の中で沢山ある趣味をいろいろ整理

することを 45歳の時に始めました．自分がいろいろな
ものの縁を切ってみて，どうしても切れないのが魚なん
ですけれどね．ゴルフやお酒，煙草も 45歳で切れたん
ですが，魚や海の生きものとはどうしても縁が切れない
んです．ロータリークラブのガバナーの仕事を通して気
づかされた事ですが ,「人間として得た感動は，人づく
りを通して感動を分かち合おう」という信念を持ち続け
ることなんですね．
今は地元の全ての小学校に最新の色々な「魚の図鑑」

を購入して寄付しています．これは私が魚の研究や魚類
学者から得た多くの感動を次の世代を担う子ども達と共
有しようという，前に話した私の信念からの発想なんです．
最近の子どもはあまり「もの」に感動をすることがあり
ませんし，海に出て行って自然と接する機会もありません．
ですから図鑑を届けながら，子供たちに私が魚を通して
得た感動を話しています．もう自分での研究は限界があ
るので，新しい魚の本を読んだり，博物館に行って得た
新しい魚の話を子どもたちに伝えようと思っています．
お爺さんと孫の関係みたいなものですかね．それと 1954
（昭和 29）年に発刊した「魚」の第 5号をもって休会し
ていた「魚の会」を 1998（平成 10）年に再発足しました．
とても嬉しいことです．私が会長となって再び魚に興味
のある研究者，ダイバー，学生が集まり，講演会とサロ
ン会を開いています．ここでも新しい魚の知識が得られ
るので益々魚との縁が切れなくなっています．

取材と編集を終えて
取材時 2006（平成 18）年 8月 , 92歳とは思えない簑

島氏の記憶力に感動し ,魚への熱い思いが氏の一言一句
を通して感じられました． 101歳になられた現在も元気
にお過ごしで ,「魚の会」の例会にも会長として出席さ
れています． 2日間 , 延 6時間に渡る取材でしたが , 話
の途中で源泉のように湧き出る「よそ道」の貴重な魚や
研究者の話も沢山あり , 原稿起こしの段階では密に詰め
ても A4で 24頁になりました． これまでの「先達に聞く」
の編集要領では印刷頁のことを考えると , とても全てを
紹介することができません． そこで簑島さんのご了解
を得て , 魚類学会員の皆様に興味のありそうな部分をイ
ンタビュアーの責任で部分割愛編集をいたしましたこと
を申しそえます．
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2016 年度年会のお知らせ

2016年度年会の予定をお知らせします．詳細については 2016

年 4月に出版される魚類学雑誌 63巻 1号に掲載します．
期　日：2016年 9月 23日（金）– 9月 26日（月）
　　　　23日　編集委員会・評議員会
　　　　24日 – 25日　研究発表会
　　　　26日　シンポジウム
会　場：岐阜大学
　　　　〒 501–1193　岐阜県岐阜市柳戸 1–1

シンポジウム・セッションの申し込みについて

2016年度年会でシンポジウムまたはセッションを計画されて
いる会員は，下記の要領で申し込み書類を作成し，電子メール
で担当庶務幹事までお送りください．会場および日時の制約上
多数の申し込みがある場合には調整を計りますので，あらかじ
めご了承くださるようお願いします．なおセッションとは，シ
ンポジウムのように 1日を費やすほど大規模ではないが，年会
参加者に関心の高いトピックを同じ時間帯に集め，1–2時間（1

時間あたり最低 3人の講演者）を限度に，より突っ込んだ議論
をしようというものです． コンパクトなテーマの際に是非ご活
用ください．
申込先：〒 036–8560青森県弘前市文京町 1

　　　弘前大学農学生命科学部
　　　日本魚類学会庶務幹事（年会担当）　曽我部　篤
　　　TEL  0172–39–3950   FAX  0172–39–3950（代表）
　　　e-mail: atsushi.sogabe@hirosaki-u.ac.jp

必要事項：（1）和文標題，（2）英文標題，（3）企画者氏名，（4）
趣旨説明（1000字以内），（5）演者と演題，（6）連絡
先住所・氏名（電話，ファックスおよび e-mail）．なお，
標題や演者・演題は暫定案でも結構ですが，内容が
明瞭にわかるようにしてください．ただし，実施時
の内容と大きく異なる暫定案を作成することは避け
てください．

申込締切：2016年 1月 31日

2014 年度年会

2014年度年会が 2014年 11月 14日（金）–11月 17日（日）に
神奈川県立生命の星・地球博物館において開催され，以下の会
合があった．

1. 2014 年度第 2 回編集委員会
11月 14日（金）12:00–14:30に編集委員 8名が出席して 2014

年度第 2回編集委員会が開催された．

2. 2014 年度第 1 回評議員会
11月 14日（金）15:00–17:00に評議員 31名（他に委任状 14名）

が出席し，2014年度第 1回評議員会が開催された．議長には松
浦啓一氏が選出された．議事は以下の通りで，報告，答申およ
び来年度活動方針案は原案通り採択された．（1）2013–2014年度
会務報告；（2）2013–2014年度編集報告；（3）2013年度決算報告，
同監査報告；（4）2014年度総会以後および 2015年度活動方針；
（5）2015年度収支予算；（6）自然保護委員会からの報告；（7）
学会賞選考委員会（担当庶務幹事）からの報告と細則の改正に
関する検討；（8）日本魚類学会史委員会からの報告；（9）標準
和名検討委員会からの報告；（10）電子情報委員会からの報告；
（11）男女共同参画委員会からの報告；（12）日本分類学会連合
に関する報告；（13）自然史学会連合に関する報告；（14）水産・
海洋科学研究連絡協議会に関する報告；（15）今後の年会開催予
定（2015年度：近畿大学奈良キャンパス；2016年度：岐阜大学；
2017年度：北海道大学函館キャンパス）；（16）その他：IPFC9

の余剰金の一部を IPFC10組織委員会へ寄付することの報告；投
稿論文のマスコミへのプレスリリースの時期についての再確認．

3. 2014 年度第 1 回総会
11月 15日（土）11:15–12:00に会員 156名が出席し，2014年
度第 1回総会が開催された．議長には松浦啓一氏が選出された．
議事は以下の通りであった．（1）2013–2014年度会務報告；（2）
2013–2014年度編集報告；（3）2013年度決算報告，同監査報告；
（4）2014年度総会以後および 2015年度活動方針；（5）2015年
度収支予算；（6）自然保護委員会からの報告；（7）学会賞選考
委員会（担当庶務幹事）からの報告と細則の改正に関する検討；
（8）日本魚類学会史委員会からの報告；（9）標準和名検討委員
会からの報告；（10）電子情報委員会からの報告；（11）男女共
同参画委員会からの報告；（12）日本分類学会連合に関する報告；
（13）自然史学会連合に関する報告；（14）水産・海洋科学研究
連絡協議会に関する報告；（15）今後の年会開催予定（2015年度：
近畿大学奈良キャンパス；2016年度：岐阜大学；2017年度：北
海道大学函館キャンパス）；（16）その他：IPFC9の余剰金の一




