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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:

nakayama(Dkais.kyoto― u.acjp)
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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)
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Jaws of bony■ shes硬骨魚類の顎と歯.―山崎京美 0上野輝爾

(著 )。 2008.ア ート&サイエンスエ房TALAI,川 口。322 pp。

ISBN978-4-904467… 01-5◆ 3,600円 (税別)。 本書は遺跡から出

土する魚骨 (顎骨)の同定手引きである。195種 の顎骨と歯

が様々な観察面から見た精密な線画で示されているので,同
定にあたって強力な味方になるのは間違いない。「絵目次」で

分類群を絵合わせで検索できる点も本書の価値を高めている.

これほど多数の顎が一同に会した類書はない。カラー写真の

華はないが,耳を澄ませると線画の向こうからいろいろな咀

疇音が聞こえてくるようだ.実 を離れ眺めているだけでも十

分に楽しめる。魚類の多様性を新たな切り口から提示した 1
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富山県氷見市河り||においてオオクチバスに

捕食されていたイタセンパラ

Endangered bitterling/c力 ι;log■α:娩″sル 4gliJp滋

“
お

predated by largemouth bass Mtcrap″ r″s sαJ“θ:acs

in a r市 eち Himi City9 Toyama Prefecture,Japan

イタセンパラИεttθ J;οgnα ttπs′θttg″ Jκκおは, コイ科 タ

ナゴ亜科 タナゴ属に属する日本固有の純淡水魚である

(川 那部・水野,1989).本種は,国指定天然記念物お

よび国内希少野生動植物種に指定 され,加えて環境省

レッドリス ト (環境省,2003)において絶滅危惧 IA類

に分類されている。本種の分布は,大阪の淀川水系,濃
尾平野の諸水系,そ して富山県氷見市の2水系に限られ

ている (川 那部 ・水野 ,1989;氷 見市教育委員会 ,

2008な ど).こ れらいずれの地域においても生息地の人

為的な環境改変や生息地への外来種の侵入が生 じてお

り,本種の存続が危ぶまれている.

これら3地域のうち,富山県氷見市においては,本種

の生息状況および生態に関する現地調査に加え,地域個

体群における遺伝的多様性の解析,そ して系統保存およ

び将来の野生復帰を目指 した保護池の造成とそこでの増

殖個体の管理・研究が行われている (氷見市教育委員

会,2008な ど).そ の一環としてイタセンパラ生息河川

で実施 した生態調査において,オ オクチバスИ
"叩

た翻s

sα′
“
θJルsが捕獲 された.そ して遺伝子解析の結果,そ

の胃内容物がイタセンパラであることが示唆されたため
,

ここで報告する.

調査は2008年 9月 1日 に,富山県氷見市を流れる河川

冊と言えよう.本書は日英併記で,付録として「魚類の鰭の

棘」を含む。              (佐 々木邦夫)

Fish bioacoustics. 一―Jo Co Webb,Ao No Popper and Ro R.Fay,eds.

2008.Springer,New Yorko x市 +318 pp.ISBN798… 0… 387… 73028-2.

Springer handbook of auditory researchの 1冊 .魚が水中でいか

にして音を発 し,そ して音に反応するかをあつかった9章から

なる。形態,生理,音源の特定,行動などの分野を含む。人

工音を使用 して魚の個体群や行動のあ りさまを把握するとい

った応用的な内容 もカバーされている。1万 5000円 程度で入

手できる。 (佐々木邦夫)

で実施された.なお,河川名等の詳細については,イ タ

センパラ保護のためにここでは記さない.投網による魚

類採集を行った結果,12個体のオオクチバスが捕獲され

た.こ れと同時に,フ ナ属魚類の隠ssJtts spp"オ イカワ

乃εθθ
 ρ″″zs,そ してヤリタナゴ物καttα ルκθθθルたが捕

獲された.こ れら魚種の他,こ れまでの調査により,同
一調査地点においてイタセンパラ, ミナミアカヒレタビ

ラИεttθ Jれりα′励S″ b′確 Ji餡あκJ, タイ リクバ ラタナゴ

カ物グθtts θεθJ′α′Zs θεθ′′α′αs, モツゴ」Psθ傷グθκsbθttz′αn/α ,

夕ごモロ コ G“αttqη

"κ

θ′θκgα′zs θ′θκgα′傷s, ウキ ゴ リ

C燿観ο″わJ"S πЮ″θ4ノク, そ して メ ダ カ θ7z′αsル′″θs

′α″ιsの 生息が確認 されている (氷見市教育委員会 ,

2008な ど).捕獲 したオオクチバスについて,捕獲直後

に水から取 り上げて殺処分 した後に,研究室に持ち帰っ

た.オ オクチバスの標準体長および体重 (湿重量)は ,

83.1-142.3mmお よび16.7-83.4gであった.次に胃内容

物を検査 した結果,解析 した12個体のうち 6イ固体 (標

準体長 83.1-142.3mm)の 胃内それぞれから,魚 と判断

される物体が 1検体ずつ摘出された (図 1).それらの消

化の程度は様々であった.こ れら6イ固体において,他の

胃内容物は確認されなかった.ま た残 りの 6イ固体は空胃

であった.

胃内容物を99%エ タノールで固定 し,筋 肉と判断され

る部位から粗全 DNAを 抽出した.抽出にはGentra Pure―

gene Tissue Kit(QIAGEN社 製)を 用いた.プライマー

としてL15285(InouC et al。 ,2000)お よびH15915(Aoyama

ct al.,2000)を 用い,Yokoyama ct al。 (2008)の方法に従っ

てミトコンドリアDNA(mtDNA)シ トクロムb遺伝子領

域の部分塩基配列を決定 した.

得 られた塩基配列を日本DNAデータバンク(DDBJ)に
登録されている塩基配列と比較 した.そ の結果,3つの

検体から得 られた塩基配列 (471 bp)が ,同 じ河川から採
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