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カジカ類の多様性　適応と進化．—宗原弘幸・後藤　晃・矢部
　衞（編著）．2011．東海大学出版会，秦野．xix + 276 pp.  ISBN 

978-4-486-01919-0.　5,200 円（税別）

　本書を最初に目にした時，札幌で開催された日本魚類学会年
会（2007 年秋）が思い浮かんだ．この年会の最終日に開催され
た「世界の海水・淡水カジカ類における多様性，適応と進化」
というシンポジウムのことである．東京への飛行機の時間を気
にしながら，午前中最後の講演までを聞き，後ろ髪を引かれる
思いで会場を後にした．北日本の代表的な魚類のひとつである
カジカ類をテーマにした集会だけあって，会場には大勢の聴衆
がいたことを覚えている．本書はこのシンポジウムが出発点に
なっている．シンポジウム以後の新しい情報や成果を加え，大
部分の演者たちが執筆者となり，カジカ類の研究成果や研究対
象としての魅力をぞんぶんに紹介している．執筆者にはロシア
と米国の研究者が含まれている．彼らの原稿が日本語に翻訳さ
れて読めることは，日本人にとって非常に幸運である．一方で
日本語での出版は彼らにとってはメリットがなさそうであるが，
シンポジウムの成功とも関連して，日本の若手研究者や学生は
有望な後継者になりうると考えたのではと想像している．
　本書は三部 11 章で構成されている．第一部では，種多様性と
進化に関する話題が集められ，第１章から第 4 章までが含まれ
る．第 1 章「カジカ類の種多様性と形態進化」（矢部　衞氏）は，
形態による分類と系統進化について解説する．カジカ上科から
各科への検索表ではじまり，実用的な北太平洋産のカジカ類の
種への検索で締めくくる．矢部氏が 1985 年に提唱したカジカ上
科内の系統仮説は，本章の柱であるだけでなく，第 2 章以降の
各論の基礎を提供している．第 2 章「淡水カジカ類の分子系統
と生活史進化」（横山良太氏・後藤　晃氏）では，フィールド
ワーカーとしても有名な後藤氏の研究グループによる淡水カジ
カ類の進化学的研究の成果を多く含んだ総説である．淡水カジ
カ類は進化生物学の研究対象として非常に有用であることを再
認識させてくれる．この章で解説される種分化は，本書のメイ
ンテーマのひとつである．両氏の研究は，寒冷地で多様化した
淡水魚に関する調査の模範（もしくは羅針盤の役割）を示して
いる．第 3 章「バイカルカジカ類の形態的・生態的適応とその
種分化」（バレンティナ G. シデレワ氏）は，カジカ類における
進化の実験場といわれるバイカル湖を舞台にした進化学的研究
の概要である．同湖に生息する固有種や，深海魚のような形態
変化をとげた深所性底生種などは，いまだ研究者を惹きつけて

やまない．ロシアの研究者よるバイカルカジカ類の形態学・生
態学に関する多数の研究成果を知ることができる点でも貴重だ．
第 4 章「生態進化から見たカジカ類の適応放散とそのプロセス」

（宗原弘幸氏）では，海産カジカ類にとって繁殖様式の多様性が
種分化の原動力であることが論じられている．宗原氏がカジカ
類で発見した「体内配偶子会合―体外受精型」と呼ばれる受精
様式は，研究対象としてのカジカ類の魅力を新たに引き出した
重要な発見であったことが理解できる．この「体内配偶子会合」
は，本書のもうひとつの基軸である．
　第二部は生殖生理の多様性に関係し，第 5 章から第 7 章まで
が含まれる．第 5 章「カジカ科魚類の雄における生殖関連形質
の多様性—交尾型への適応—」（古屋康則氏）では，カジカ類
の精子や精巣構造にみられる進化と機能に関する考察が行われ
ている．カジカ類では非交尾型から交尾型への進化が複数回起
こったと考えられているが，これまでの情報を統合して，雄の
生殖関連形質の特性から検証を試みている．形態進化の方向性
についても議論がなされている．第 6 章「カジカ類における異
型精子の分化機構と機能」（早川洋一氏ら 6 名）においては，海
産種のヨコスジカジカを用いた実験や観察を通して，異型精子
の機能や分化機構に関する早川氏らの研究の概要を知ることが
できる．カジカ類が異型精子の研究に貴重な存在であり，発生
生物学，細胞遺伝学および進化学の発展に寄与する可能性が期
待される． 第 7 章「淡水カジカ類の異型精子の機能とは？」（田
原大輔氏）は，異型精子が淡水カジカ類と海産カジカ類では異
なる機能をもつ可能性を示唆する．さらに，研究対象が身近に
生息するという好条件や理想的な研究環境が，生理生態学の発
展に重要であることを再認識させてくれる．
　第三部は生態と行動に関する話題で構成され，第 8 章から第
11 章までを含む．第 8 章「河川性カジカにおける繁殖・生態多
様性と保全」（棗田孝晴氏）では，繁殖多様性や生態的多様性
を知ることが，生物多様性を維持し，保全につながることをカ
ジカ属を扱った研究で解説している．生態的多様性の保全や現
実的な保護・管理への貴重な指針を含んでいる．第 9 章「雌が
卵を守る交尾型カジカ類の繁殖生態—堅気な母性と気ままな父
性—（阿部拓三氏）は，海産種のヤセカジカ属に関する情報を
網羅している．調査の様子の記述では，野外調査に同行してい
るような臨場感がある．ヤセカジカ属のように注目されていな
い小型種にも興味深い研究材料が多数埋もれていることを暗示
させる．第 10 章「海産カジカ類における子の保護，卵サイズ，
卵塊構造の進化」（クリストファー W. ペターセン氏・ヘレン
C. ヘス氏）は，カジカ類の多様な繁殖生態や繁殖行動をまとめ
たシンプルな総説といえるだろう．「体内配偶子会合」の重要性
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が指摘され，「卵サイズの進化」という普遍的で重要な研究テー
マにおいても，カジカ類は優れた研究対象であることが強調さ
れている．第 11 章「降河回遊性ヤマノカミの生態とその保全」

（竹下直彦氏）は，環境省レッドデータブック絶滅危惧 II 類指
定種についての研究を解説する．長期にわたるフィールドワー
クから得られた貴重なデータを通じて，ヤマノカミの保全に関
する有益な情報と新たな課題を提供している．
　いずれの章も，第一線で活躍する研究者による力作と感じた．
随所でみられる各章の相補的な引用からは，執筆者間の情報共
有がうまくなされていることを垣間見ることができ，さらに書

籍としての統一感の獲得に成功している．本書の後半には，用
語解説（3 頁）と地質年代順にみたカジカ類の進化イベントの
表（1 頁）が付記され，特に学生や初学者に親切である．カジ
カ類の容姿がひたすら地味であるとの思い込みは大きな勘違い
と研究者に気付かせてくれる 2 名の水中カメラマン（関　勝則
氏・佐藤長明氏）の生態写真（口絵）が，本書をより魅力的に
している．

（篠原現人　Gento Shinohara: 〒 305–0005 茨城県つくば市天久保
4–1–1 国立科学博物館 e-mail: s-gento@kahaku.go.jp）
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増補・日本渓清流魚名周覧と魚学断篇—吉安克彥（著）．2011．
西村印刷株式会社（自費出版），大阪．247 pp．本学会員であ
る吉安克彥氏がライフワークとして行ってきた「渓清流魚名
の集録」と「サケ科魚類の研究」をまとめた一冊である．前
半の「渓清流魚周覧」ではオショロコマ，イワナ，ヤマメな
どの渓流魚からアユ，ウグイ，アブラハヤ，カジカ，アカザ
などの清流に棲む 17 種の魚の名前について，世界各国語名か
ら日本における地方名，古名，アイヌ語名などと，その名前
を使っている地域をこと細かに調べた一覧からなる．その集
録数はなんと 4,021 個（1 種の魚に数百の名前）に及ぶという

（「発刊によせて」から抜粋）．1 種の魚に対してこれほどまで
に多くの呼び名がつけられていたのかと，驚くと同時に，そ
れを調べられた著者の熱意がひしひしと伝わる．これは魚類
学にとってというよりは，魚を通した地域の文化や歴史を考
える上で貴重な資料である．後半の「魚学断篇」では，日本
および世界の魚の精密画を集めた「鱗画譜」，狆頭（チント
ウ）とよばれる目から前方の頭部が欠損したアマゴに関する
記録「奥木曽釣行の記」，サケ科魚類の頭部側線孔の数を比較
した「頭部側線孔よりみた Salmonidae・サケ科魚類の系統進
化学的考察と雑感」など 4 つの話題からなる．いずれも著者
の魚，特に渓流魚の代表ともいえるサケ科魚類への愛情と尽
きない興味をうかがい知ることのできる話題となっている．
自費出版なので配本を希望される方は著者へ直接ご連絡を．
〒 535–0022　大阪市旭区新森五丁目七番十四号　吉安克彥

 （古屋康則）

アユの科学と釣り―美しい川とアユを願って—片野　修・海野
徹也・谷口順彦（編）．2011．学報社，東京．275 pp．ISBN978-

4-904079-09-6．2,400 円（税別）．魚類学会員のなかには，釣り
好きが高じて魚類研究者になった方，あるいは研究しているう
ちに釣りが好きになった方など，魚釣りには一方ならぬ思いを
おもちの方は少なくないのではなかろうか．かく言う私も，魚
類研究の道に入ったきっかけは，中学生のころの覚えた釣りで
あることは自覚している．魚釣りのなかでもアユ釣りは，他の
魚種を釣るのとは違い，一種独特の釣り方，釣り味があるよう
で，アユ釣りをする人は各人各様の考え方，釣法，思いをお

もちのようである．本書はアユ釣りの魅力にとらわれた釣り人
であり魚類研究者でもある 20 名の著者たちが，それぞれのア
ユ釣りに対する思いを書きつづった読み物である．内容はおお
きく 3 つに分けられる．第 I 章では「アユ学の最前線」と題し
て，6 名の著者が研究者の本領を発揮して最新のアユに関する
生理・生態・資源・遺伝などの話題を書いている．第 II 章では

「より良いアユ漁場をめざして」と題して，釣りの対象魚とし
てのアユとその漁場環境の現状について，8 名の著者が釣り人
の立場から話題を提供している．第 III 章では「アユ釣りの技
術と楽しみ方」と題して，5 名の著者が釣り人としての本領を
発揮した話題を提供している．また，全体を通じて編者を中心
にその他数名の著者による 28 編ものコラムが挿入されており，
編者・著者らのアユ釣りに対する思いが余すことなくつづられ
ている．アユ釣りの未来を考える上で重要な問題についても随
所で述べられており，アユの研究にたずさわっている方や，ア
ユ釣りに魅せられている方はもちろんのこと，アユ釣りに関
わっている漁協関係者にも是非読んでいただきたい書である．

 （古屋康則）

魚は痛みを感じるか？— ヴ ィ ク ト リ ア・ ブ レ イ ス ウ ェ イ ト
（著）・高橋　洋（訳）．2012．紀伊國屋書店，東京．259 pp．
ISBN978-4-314-01093-1．2,000 円（税別）．この本のタイトルに
ついて，学会員の皆さんなら各人いろいろと思うところがあ
り，その解答もある程度想像がつくだろう．研究で魚を触る
方，魚を飼育する方，釣って楽しむ方，また釣った魚をさば
いて食べる方など，魚と様々な接し方をし，その時々，魚が
感じているであろう「痛み」について思いを馳せることもあ
ろうかと思う．では，魚が痛みを感じていることを証明する
にはどうすればよいのか？と聞かれると，そう簡単に答えは
出てこない．この問いに答えるにはかなり専門的な知識が必
要となってくる．痛みとは何か，痛みはどのように受容する
のか，神経はどうなっているのか，痛みを意識しているのか，
などについて順序立てて，実験的に調べる必要がある．この
本の著者は現在ペンシルベニア州立大学教授で，魚類の認知
や行動について研究している．数年前にイギリスでマスの痛
みの知覚についての著者らの研究が大きな話題を呼んだこと
が，本書の執筆の契機になったようだ．全体は 7 章からなる．
第 1 章「問題提起」では，この本のタイトルとなっている問




