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東京湾　人と自然のかかわりの再生．　―東京湾海洋環境研究
委員会（編）．2011．恒星社厚生閣，東京．xv+389 pp.  ISBN978-

4-7699-1238-5．10,000円（税別）

　東京湾は，東京都，千葉県，神奈川県に囲まれ，周辺流域に
は 2,600万人（日本の人口の 21.2％）が暮らしている．東京湾の
面積を流域人口で割ると一人あたりわずか 35.4 m2 しかない．そ
の人間活動によって，長年この湾にかかってきた負荷は計り知
れない．干潟や浅場は高度経済成長期に急速に埋め立てられ，
電力・石油化学工業用地として利用され，周辺人口のみならず，
日本の経済活動を東京湾が支えてきたといっても過言ではある
まい．
　本書は東京湾の未来を語ることを目的としている．しかし本
書は，ただ夢を語るのではなく，科学者・研究者として，執筆
者らが具体的な再生のための方策を議論し，それをまとめたも
のである．執筆者らは未来を語るためには，現状を知り，過去
という歴史を学ぶことが重要であることを理解し，議論のなか
でその手順をきちんと踏んでいる．これは当たり前のことであ
るが，この本を見た目以上に重厚なものにしている．
　この重厚な議論は再生の難しさを明るみにしたといってもよ
いであろう．しかしその一方で，生物や化学といった自然科学
のみならず，都市設計や行政の視点からも掘り下げて丁寧に議
論していることによって，「再生」という言葉にリアリティーを
感じることができる．
　本書の編者である「東京湾海洋環境委員会」は，17団体から
なる科学者の学会連合体である．日本魚類学会もそのメンバー
となっている．同委員会は「1955年前後の東京湾」を目標に定
め，科学者同士の合意形成をめざし 12年間にわたりシンポジウ
ムを繰り返し，本書の刊行に至った．ただでさえ癖の強い科学
者の意見を根気強くこれだけの時間をかけてまとめあげてきた
ことに対して，我々は最大の敬意を払わなければなるまい．
　本書は大きく 3部から構成されている．第 I部「東京湾のす
がた」は，文字通り，東京湾の現状について，土地利用やゴミ
処理の問題（埋め立てと深くかかわる），都市開発と陸域の気
象といった流域（陸域）のすがた（第 1章），それから物理学，
化学，生物学といった自然科学的な側面からみた海域のすがた
（第 2章），さらには東京湾と人のかかわりの歴史（第 3章）に
話が及んでいる．第 II部は「東京湾再生に向けて」とし，最初
の第 4章では現状問題のレビュー（情報の収集と整理）にもと
づき再生目標を設定する．そして，「東京湾を再生するために」
（第 5章）我々は何ができるか，様々な視点からの議論に続く．
ここでのキーワードは「生物多様性」，「食」，「漁業」，「廃水処理」，
「ヒートアイランド」，「水辺へのアクセス」，「生態系を区切る道
路網のリストラクション」などからなり，『中核的研究機関』の
提言にまで至る．この章は本書の中核ともいえ，かなり読みご
たえがある．そして，再生後の東京湾との付き合い方（第 6章
　人と自然のかかわりの再生）として，「入会（コモンズ）」と
いう考え方について議論が展開され，総合的管理の枠組みの提

案がされる．この章の最後には，「日本の世界観の海外発信：東
京湾モデル」が示される．ここでは，東京湾再生には困難な道
のりが待っているものの，これからの持続可能な社会を考える．
そして第 III部は付録，「研究者として東京湾再生に向けて望む
こと」（第 7章）で締めくくられる．ここではその他の章で執筆
者となっている研究者が，比較的個人的な東京湾研究への想い
を語っている．それぞれの素顔が垣間見られておもしろい（通
して読むとそれぞれの意見が相いれない部分も見られるが，そ
れは当然）．ここをはじめに読んだときは，それまでの章でまと
めてきた議論を最後に解きほぐしてしまうようで，不要ではな
いかとも思った．しかし，第 7章冒頭に「研究者の素顔を見せ
ることは，これから研究をめざすあるいは東京湾の再生を担っ
てくれる後継者を育てるうえで重要なこと」とあり，そうか，
こういう目的もあったのかと納得がいった．
　自然科学を究める者にとって，手つかずの自然はある種の憧
憬をもって接するべきものである．それは，彼らが，一度改変
された生態系がその機能を再生するのは困難か非常に時間がか
かることを知っているからである．しかし，人間活動によって
その機能を失った場合，なぜ，どのようにして，どこまで戻す
べきかを考えることも必要になる．本書はその部分に真摯にア
プローチした点で優れ，人類がどのように自然とかかわってい
くかを考える上で，大いに参考となるであろう．

（茂木正人　Masato Moteki：〒 108–8477　港区港南 4–5–7　東京
海洋大学大学院　email: masato@kaiyodai.ac.jp）

　　　　　　　　　　　　　

適応放散の生態学．—ドルフ・シュルーター（著）．森　誠一・
北野　潤（訳）．2012．京都大学学術出版会，京都．vii + 383 pp．
ISBN978-4-87698-588-3．4,000円（税別）．

　本書は，生物多様性や適応放散に関する進化生態学的な研究
で，世界的に著名な D. Schulter博士の著作 The Ecology of Adaptive 

Radiationの全訳書である．2000年に初版が出版された原書は，
欧米ではこの分野の代表的教科書として定着しており，Google 

Scholarで検索してみると，本書評の執筆時点で，既に 2029回
の引用がある．このように原書が出版されてから既に 10年以上
経過したが，原書に示された概念的枠組みは現在でもきわめて
有益な研究の指針となっており，古くて新しい著作というのが
率直な評価であろう．ここ 10年の間に種分化のプロセスやメカ
ニズムに関する優れた研究が次々と論文として公表されるよう
になったが，これは原書出版の効果が大きいことは疑いない．
また近年では，エコゲノミクス（Ecological Genomics）やミク
ロエボデボ（Micro-Evo-Devo）と呼ばれる分野の台頭によって，
自然集団における適応進化や生殖隔離の遺伝基盤が徐々に明ら
かにされるようになり，これが原書出版後のこの分野における
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もっとも大きな進展といえるが，それは著者によって見事に予
測されている．したがって，現在もそして今後も原書は分野を
牽引する教科書としての位置を保持し続けると考えられ，この分
野が革新的に発展している今，専門用語の適切な翻訳も含めて，
原書の訳本の出版はタイムリーであるといってもよいだろう．
　イトヨ（threespine stickleback）つながり，魚類学的にいうな
ら，この言葉が著者と訳者をつなぐキーワードである．イトヨ
類は，現在，自然集団の適応進化（適応放散）のプロセスやメ
カニズムを解明する分野を牽引する生物となっており，魚類と
いう一分類群を超えたインパクトを “ 業界 ” に与え続けている．
著者のシュルーター博士は，適応放散のもっとも有名な例であ
るダーウィンフィンチの研究で成果を挙げた後，一貫して，こ
のイトヨという魚を対象に研究を進めてきた．実際，本書（以
下，原書も訳書も含む意味で使用）には，概念や仮説の一般性
を述べるために，植物から動物まで幅広い分類群の生物が登場
するが，その中でも，イトヨは登場回数が多い生物のひとつと
なっている．著者の一連の研究は，魚類学というよりは，一般
性を求める生態学・進化生物学の研究という枠組みで捉えるの
が適切であるが，その最先端の優れた成果が，著者自身の資質
とともにイトヨというモデル系によって支えられてきたという
側面はある．訳者の一人である北野　潤博士から以前に聞いた
一言—“ イトヨは裏切らない！”．また，訳者の森　誠一博士は，
イトヨ類の生態学・行動学の分野で我が国の第一人者的な存在
であり（若い魚類学会会員にとっては，希少魚種保全に関する
著名な研究者というイメージが強いかもしれないが），北野博士
も，近年，イトヨ類の進化的文脈での遺伝学・生理学の研究で
画期的な成果を次々と発表している．実は，原書の表紙と裏表
紙には，これも適応放散の代表例として有名な顕花植物オダマ
キ属の写真が載っているのだが，訳書の裏表紙はイトヨの適応
放散のイラストになっている（さすがに表紙はダーウィンフィ
ンチの適応放散のイラストであるが…）．これには，訳者のこだ
わりを感じてやまない．
　適応放散，これは高校の生物の教科書にも掲載されている認
知度が高い専門用語である．本書の冒頭で，「適応放散とは，急
速に分岐しつつある系統において，生態学的（+表現型）多様
性が進化することである」と述べられており，ざっくりと一言
でいうと，表現型分化をともなう種の多様化のことを指して
いる．本書はこの適応放散の原因に関する理論，つまり，ダー
ウィン（C. R. Darwin）に始まり，ラック（D. Lack），ドブジャ
ンスキー（T. Dobzhansky），シンプソン（G. G. Simpson）によっ
て確立されていった適応放散の生態学説に関して解説・再評価
したものである．本書は，10章から構成されるが，アブストラ
クト的な位置づけである第 1章「生態学的多様性の起源」で，
適応放散の生態学説とは生態学的多様性の起源に関する究極的
な総合学説であると明記されている．
　第 2章「適応放散の検出」では，適応放散およびその他の関
連用語や概念の定義と，それらを適用する際の判断基準が述べ
られている．適応放散とよぶべきか否かについて判断に迷う
ケースは実際例では少なくないので，このように体系だった解
説はきわめて有用である．なお，本章では，確実に適応放散と
判断できる 4つの代表的な例，ガラパゴスフィンチ，西インド
諸島のアノールトカゲ，ハワイの銀剣草，顕花植物オダマキが
詳しく紹介されており，それぞれの基本的パターンに関する知
識を労なく得ることができる．後者の 2例に関しては，筆者も
原著を読んで，詳しく知った次第である．
　第 3章「適応放散の進行」では，適応放散の過程で生じる

ニッチ利用の進化に関して，その進化傾向や規則性について実
例を基に丁寧に検証されている．冒頭に示されている Simpson 

(1953) からの引用，つまり，「異なったエピソードでも，（適応
放散は）似通った経路を巡るという特徴がある」という一文で，
著者の意図がすぐに推察されるのではないだろうか．ところで，
反復放散の例として，最終氷期以降に形成された高緯度地域の
湖沼に認められる “postglacial fishes” の “species pairs” が紹介され
ている．このような魚類は，アフリカ大地溝帯のシクリッド類
とともに，適応放散研究における重要なモデル系となってお
り，研究例も多いが，このようなキーワードの和訳に迷うこと
が多々あった．本訳書では，それぞれ，“ 最終氷期以後の魚類 ”，
“ 番い種 ” と訳されており，このような訳語の定着・浸透を期待
したい．
　第 4章「適応放散の生態学説」からはいよいよ本題に入って
いく．適応放散の生態学説は 3つのプロセス，最初に，異なる
環境下での分岐自然選択に由来する集団の表現型分化，次に，
資源をめぐる競争によって生じる表現型分化，最後に，生態学
的種分化，つまり最初の 2つの原因によって種形成が起こるこ
とを想定する．本章では，このパターンの紹介とともに，各プ
ロセスに対する代替仮説，さらには種多様化のメカニズムとし
て，適応放散そのものに対する代替仮説が述べられている．本
章は第 2章と合わせて読むことによって，まずは，適応放散と
はいったい何か？そして，どのようなプロセスやメカニズムに
よって生じるのか？についてよく理解できることだろう．
　第 5章から第 8章では，適応放散の生態学説における 3つの
プロセスに関して，それぞれを支持する実例を紹介しながら，
どのような研究アプローチをとれば，それらのプロセスの駆動
の証拠が得られるか，つまり，“How” が掲載されていることが
読者にはうれしい．第 5章「異なる環境間で認められる分岐自
然選択」では，生態学説の最初のプロセスを検証する方法，中
立期待値の比較，相互移植実験，自然選択の直接計測，環境か
ら適応度地形の推定に関して，詳細に説明されている．近年，
大量の DNA情報が比較的簡単に得られるようになったこともあ
り，最初の方法の発展版ともいえるゲノムスキャンなどの分子
集団遺伝学的アプローチが盛んに適用されている．しかし，「そ
れだけで，分岐自然選択の目標やメカニズムに関する情報を得
ることができない．したがって，（中略）『表現型に関して解析
する』アプローチと一緒に併用されるべきである」という著者
の指摘はまさに生態学者らしい言葉で重みを感じた．なお，些
細なことだが，“adaptive landscape” の訳語において，「適応地形」
と「適応度地形」が混在していることが少し気になった．
　第 6章「分岐と種間相互作用」と第 7章「生態学的機会」で
は，おもに生態学説の 2つ目のプロセスに関連する内容が述べ
られている．これらの章では，適応放散と関連して，これもま
た有名な用語である形質置換という現象に関して頭を整理する
のに役立つ．なお，第 6章の結語の中に，野外実験は進化研究
における最後の未開拓領域で，直接的な証拠を得るために今後
重要であるという文脈がある．数年前に，著者のグループが公
表した見事な研究（Barrett et al.，2008），つまり，自然環境を模
した人工池で，イトヨの適応放散に関連した進化実験を行った
研究について知っていると，より心に響くだろう．
　第 8章「種分化の生態学的基盤」では，生態学説の最後のプ
ロセスである生態学的種分化に関して詳しく解説している．一
般に，自然界における生態学的種分化を検証することは難しい
ケースが多いが，その実例となりそうなものが少数ながらある
ことを本書は明示している．本書出版の段階では，生態学的種
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分化に関する研究はまだ初期の段階であったが，その後，現在
に至るまで，活発に研究（と議論）されている現象であり，そ
の証拠となる知見が蓄積されつつある．まさに本書が研究の引
き金を引いたといえるのではないだろうか．
　第 9章「遺伝的最小経路に沿った分化」では，適応放散研究
における量的遺伝学の理論の有用性を述べている．量的遺伝学
的アプローチは，自然選択のもとでの進化的応答を予測するこ
とが可能で，このアプローチを適応放散の生態学説へ組込むこ
とは確かに理にかなっている．著者は，この方法の弱点として，
遺伝パラメーターが統計的なもので，その遺伝的詳細について
無視している点であると指摘し，「今後，その弱点を解消する
ために，種間の違いや環境共分散などの重要値を決める遺伝基
盤についてももっと知りたくなるだろう」と述べている．冒頭
で述べたように，このような知見は，エコゲノミクスの台頭に
よって徐々に得られるようになり，締めの第 10章「適応放散の
生態学」の結語も含めて，著者の先見性に感服せざるをえない．
　生物多様性，特に種多様性はいったいどのようなプロセスや
メカニズムによって創出されるのだろうか？適応放散は適応進
化のもっとも劇的なもので，新たな分類群の起源や創出におい
ても重要な現象であることから，広義の自然史研究者，当然，
自然史学会である魚類学会の会員の多くが興味をそそられる魅
力的な現象であろう．本書で扱われてきた適応放散の生態学説
における 3つのプロセスが，地球上の種多様性のどのぐらいを
説明できるかはまだわからないが，この理論が表現型多様性を
ともなう種分化の原因を探る最初の出発点となり続けることは
間違いない．そのような意味で，広義の自然史研究に携わる研
究者，学部学生，大学院生には，是非一読をお勧めしたい．本
書には正直いってかなり難解な部分が含まれており，生態学，
系統学，量的遺伝学，集団遺伝学など広範囲にわたる基礎的知
識が乏しい場合，原書で読もうとするとギブアップということに
なりかねない．また，このようなレベルで書かれた日本語の教科
書がほとんどないことを考えると，分野の世界的基準といえる書
籍を和文で読めるようにした本訳書の価値は計り知れない．
　また，著者の研究は，フィールドワークによる地道な観察と

記載を出発点として，観察結果を説明する仮説を設定し（また
は，アプリオリな予測の証拠を野外に探索し），そして，仮説を
検証するデータ収集や操作実験を行い，洗練されたデータ解析
を行うというスタイルが一貫している．これは，細胞生物学や
生化学などの “ ミクロ ” 生物学と比べて，その検証度という点
でどうしてもファジーな部分がつきまとう生態学の分野におい
てさえ，検証度が高い研究を行うことが可能という見本となっ
ている．もちろん，我々のアクセスが特に制限される水圏に生
息し，特に移動性が高い魚類を対象としている場合は，本書に
登場するような生態学的モデル種で使われる研究アプローチの
適用は難しいことが多い．しかし，進化的文脈の有無は別とし
ても，記載的研究を超えた深い研究（ポスト記載研究！）の方
向性や展開を考える上で，本書は大変有用なヒントを提供して
くれるに違いない．
　最後に，筆者は最初に本訳書を手に取ったとき，フィンチや
イトヨのイラストよりも適応地形における適応頂点シフトのイ
ラストに目を奪われた．ちょうどそのころ，イトヨにおける適
応頂点シフトの遺伝的な痕跡の一端を明らかにした論文が著
者らのグループによって公表されたこともあり（Rogers et al., 

2012），特に印象に残った．本書の内容の真髄ともいえるこの洗
練されたイラストを表紙に掲載したことも，訳者らのナイスプ
レーである．
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新知見紹介

Alectrias markevichi Sheiko, 2012 に対する
新標準和名「ヒナムシャギンポ」の提唱

Proporsal of new Japanese name 
for Alectrias markevichi Sheiko, 2012

Sheiko（2012)はロシアのピーター大帝湾をタイプ産
地とし，特徴的な頭部感覚孔の開孔パターンを有するタ

ウエガジ科ムシャギンポ属の新種 Alectrias markevichi を
報告した．また，サハリン州モネロン島近海，北海道色
丹島近海，北海道函館市臼尻沖噴火湾，宮城県南三陸町
志津川湾から得られた標本を本種のパラタイプに指定し
ている．Alectrias markevichiに対する標準和名は提唱さ
れていないため，瀬能（2002）のガイドライン（案）に
従い，北海道大学総合博物館に所蔵される宮城県南三陸
町志津川湾産のパラタイプ（HUMZ 198460）（図 1）に
基づいて，新標準和名「ヒナムシャギンポ」（新称）（雛
武者銀宝の意）を提唱する．これは，同属他種と比べ，
より小型で成熟し，体高が低く，体が伸長することに因
む．


