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生物系統地理学 種の進化を探る.―ジョン OC。 エイビス

(著 )。 西田 睦 0武藤文人 (監訳).2008。 東京大学出版会,

東京.xii+303pp.ISBN978-4… 13-060219-8。 7,600円 (税別).

本書は,Jo Co Aviseの 2000年の著作Phy10geography The his―

tory and forlnation of species(以 下原著)の全訳書である.

Phylogeography「系統地理学」は,新 しく生じつつあった概

念と研究分野を定義し明確化するために,Aviseら が作 り出し

1987年 に公表したタームである (Avise et al。 ,1987)。 この研究分

野は,本書第 1章 の最初に示されているように,「 遺伝子の系

列, とくに近縁種間や種内の系列の,地理的分布を決定する原

理と過程」を明らかにすることを目的としている。おおざっぱ

に言うと,種内の個体レベルでの系統関係を推定し,それを地

理的な分布情報と重ね合わせることで,現在の分布が形成され

るに至った過程を研究するものである。1980年 代初めまでに,

母系遺伝で組換えが起こらず,変異蓄積が速く種内に多型が多

いという特徴を持つミトコンドリア(mt)DNAの性質が明らかに

された.こ のmtDNAを マーカーとして用いることにより,種内

構造の研究は,それまでの個体群を最小単位とした断面的分析

から,個体 (の遺伝子型)を oTu(操作的分類単位)と した系

統的・歴史的分析に発展することができ,系統地理学の基礎と

なった.新 しいが現在極めて活発に成長している分野であり,

特に分布や移動が制限されて明確な地理的パターンを示す淡水

魚においては多 くの研究が行われている.Ichthyological Rc―

searchで もいくつもの報告がなされているほか,2003年度年会

時のシンポジウムテーマの一つとして取り上げられたり,魚類

学雑誌の総説中で詳しく紹介されたり (渡辺ほか,2006)す る

など,魚類学会会員にもなじみが深くなりつつあるのではない

だろうか.原著は,系統地理学の提唱者がこの分野の歴史,理
論から応用までをまとめ,発展の基礎固めをした名著である.

第 1章 「系統地理学の歴史と対象範囲」および第2章「個体

群統計学と系統学の関連」では,上述したような系統地理学が

確立されるに至る歴史,その扱う対象と目的とするところ,背
景となる理論的枠組みについてわかりやすく紹介されている.

本分野の研究で頻繁に用いられる入れ子状 (階層)ク レード分

析 Nested Clade Analysis)に ついても詳しく説明されている.

第3章「人類の研究から学ぶ」,第 4章「ヒト以外の動物―そ

の種内パターン」では, ヒトおよびその他の動物に分けて,種
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内における系統地理学的研究の多くの実例が図版を伴って紹介

されている。魚類については,淡水魚,海水魚,通 し回遊魚に

分けて事例が示されており,生活史型と系統地理的構造の深さ

との関係についても述べられている。第4章の最初では,系統

地理的パターンを,遺伝子系統樹の形とその地理的分布によつ

て5つのカテゴリーに分類した上でそれぞれの成り立ちを解説し

ており,実際の研究データを理解するのにとても役立つ。

第5章「系譜の一致」は,系統地理学的研究のおもしろさが

最も明確に現れているところかもしれない.前 2章では,主に

単一種のなかでの系統パターンの例が示されていたが, ここで

は同じ地域に分布する複数の分類群を対象として系統地理学的

分析を行い,分類群間での系統パターンの一致を検出し,それ

らに共通の影響を与えたであろう歴史上の生物地理学的事象に

ついて考察する.系統間の分岐の深さに分子時計を用いて時間

軸を与える試みもなされる.系統パターンの一致の例として,

米国南東部に分布する淡水魚のいくつもの種において,東西二

つの大きな系統群が共通して見出されることなどが紹介されて

いる。

第6章「種分化過程と拡張された系譜」では, まず種概念に

ついて,系統地理学的見地からの検討がなされている.種内レ

ベルにおける遺伝子系統樹と合着理論の考え方を用いれば,深

刻に対立しているように見える生物学的種概念と系統学的種概

念との間の橋渡しができることが示されている.さ らに,系統

地理学的分析を高次の分類群に適用し,よ り古い歴史的事象に

ついての検討に拡張できることについても述べられている.

本書は,基本的に原著に忠実に従った全訳書である。原著が

2000年出版と,既 にある程度時間が経過してしまったものであ

り,非常に進展の早い活発な研究分野であるだけに,内容が今

では古くなってしまっているのではと心配する向きもあるかも

しれない.確かに原著出版の効果もあってか系統地理学的な知

見は近年加速度的に集積しつつあり,第 3章 ,第 4章等で紹介

されている研究例は今や多少古 くなっているようにも思える。

しかし,系統地理学の成長は順調な発展であり,原著出版後に

概念上の大きな構造転換があったわけではない。すなわち,系

統地理学の背景と理論を理解し,自 然界に見られる様々な系統

地理パターンの解釈方法を学ぶという原著の価値は現在でもま

ったく損なわれておらず,今後も第一級の教科書としての位置
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1CHTIIYO一 the architecture of flsh X―rays from the Snlithsonian

lnstitutione 一一So Comer and D. Klochko。  2008。   189 pp。

ISBN978-0-8H8-6192-2.$35.00 US。 本 書 は 魚 類 の エ ッ ク ス 線

写真集である.墨色の紙の上に自く浮かび上がる骨のシルエ

ットはカラフルな図鑑や生態写真集とは対照的である。シン

プルさ故に新鮮で,魚の骨格系の美しさに興味をもつ人がで

を保ち続けるものと思われる。このような,分野きつての重要

書籍を和文で読めるようにした本書の価値は非常に高く,系統

地理学への入り口を多くの人に向けて大きく広げることになる

だろう.個体群構造や種分化,生物地理等の研究に現在関わつ

ている者にとつて必携なのはもちろん,分類学,進化学,生態

学,行動学,保全生物学など関連諸分野の研究者にとつても分

野の間をつなぐ新たな発想を求めることのできる極めて有益な

書であると感じる.こ れら諸分野を含む広い意味での自然史的

研究に興味を持つ学部学生や院生にとつても将来の指針を与え

るものとなるはずであり,ぜひとも一読をお勧めしたい。最初

から順番に読んでいくと第2章の理論的背景のあたりが飲み込

みにくくちよつと嫌になってしまう危険′Lも あるが,そのよう

なときは一旦飛ばして第4章や第5章 に紹介されている実際の研

究例を先に見て,系統地理学的概念を用いるといかにおもしろ

い研究ができるのかを実感してもらうのがいいかもしれない。

本書には,原著では不完全であった生物名の索引が和名,学

名ともに充実した形で掲載されている。様々な研究事例の詳し

い紹介が本書の価値の一つであることを考えると,生物名から

事例を検索するのが容易になったのはありがたい。また,原著

の目次は各章のタイトルしか書かれていない実に簡素なもので

あったが,本書では各節 0小項目にまで番号が振られ目次の充

実がはかられている。どこに何が書かれているのか目次を見れ

ばすぐにわかるので,何かの折りに気になったところを読み返

す場合など,教科書的利用に非常に便利である。また,読み出

す前に目次を見るだけで全体の構成をつかむこともできるため,

周辺分野の研究者などで本書を通読する余裕がない場合でも必

要なところだけを抜き出して読むことが可能である.

系統地理学では,coalescence,lineage sortingな ど,ややなじ

みが薄く日本語に訳しにくい用語も多く用いられる。本書では

それぞれ合着,系列選別という訳をあてているが,今後本書が

系統地理学の教科書として用いられることで,こ れらの訳語の

安定化と定着,浸透にもつながるのではないかと思われる.

(中 山耕至 Ktti Naka/yama:〒 606-8502京 都市左京区北白

川追分町 京都大学フイールド科学教育研究センター e…mail:
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てくることを期待させる.写真ページの合間にはアインシュ

タインやヘンリー・ソローの名言を織り込み叙情的な雰囲気

を醸しだす一方で,米国自然史博物館の研究者であるLyme

Ro Parentiに よるスミソニアンの魚類コレクションの解説など

研究者や教育者にとつても有用な情報が組み込まれている.

軟エックス線写真は同博物館魚類部門技術スタッフのSandra

Jo Raredonに よつて撮影された。被写体の情報も巻末にまとめ

られているので,資料的価値も高い (篠原現人)


