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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．
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また，Sheiko（2012: fig. 5)は，国立科学博物館に所蔵
される標本（NSMT-P 60935–60944）を追加標本として用
いて，本種が青森県沿岸にも分布することを示してい
る．これらの標本は塩垣ら（1992, 2004）がムシャギン
ポ属の 1種 Alectrias sp. として示した種の証拠標本であ
る（塩垣　優氏・私信）．
最後に本報告に際し，本種に関する大変貴重な情報を

ご提供いただいた塩垣　優博士およびロシア科学アカデ
ミー動物学研究所の Boris A. Sheiko博士，標本借用の便
宜を図っていただいた国立科学博物館の篠原現人博士に
心より感謝申し上げる．

標準和名「ヒナムシャギンポ」の基準標本
HUMZ 198460，48.4 mm SL，パラタイプ，雄，宮城
県南三陸町志津川湾青島，岩礁域，水深 7–9 m，佐藤長
明・阿部拓三採集，2007年 2月 13日．

青森県産 Alectrias markevichi 追加標本
NSMT-P 60935，1個体，20.8 mm SL，青森県深浦町横
磯，1981年 8月 14日；NSMT-P 60936，1個体，23.8 mm 
SL，青森県鰺ヶ沢町赤石，1981年 9月 20日；NSMT-P 
60937，1個体，24.6 mm SL，青森県鰺ヶ沢町赤石，1981年
10月 21日；NSMT-P 60938–60939，2個体，40.4–43.6 mm SL，
青 森 県 三 厩 村 竜 飛，1982年 9月 19日；NSMT-P 60940–
60944，5個体，23.7–55.0 mm SL，青森県平内町藻浦，1998
年 7月 29日．
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追　悼

藤田矢郎先生を偲ぶ

日本の水産増養殖の発展期を先導され，海産魚類の種
苗生産技術開発とともに，仔稚魚研究の礎を築かれた元
東京水産大学教授の藤田矢郎先生が 2011（平成 23）年
12月 9日に逝去されました．ここにその足跡をたどり
ながら，在りし日の先生を偲びたいと思います．
藤田矢郎先生（以下矢郎先生と表記します．理由は後

述．）は，1925年に山口県熊毛郡田布施町で生まれ，柳
井中学を経て，1944（昭和 19）年 9月に広島高等学校
を戦時であったことから繰り上げ卒業し，九州帝国大学
農学部水産学科に入学されました．在学中の 1947年に
肺結核を患い，大学を休学し，郷里の自宅へ帰り 5年に
わたり療養生活を送られたとのことです．この療養生活
のことは何度か先生から直接伺ったことがあります．先
生の中でも大きな出来事であり，同じ年代を過ごそうと
する我々学生に「同じ轍を踏まないように，健康に留意
して時間を無駄にしないように」との気持ちで接してお
られたのではないかと思います．健康が回復するととも
に復学し，卒業された 1952年はちょうど水産庁の「対
馬暖流開発調査」が開始された年であり，先生の所属し
ていた水産学第二教室（内田恵太郎教授）を中心に魚類
の初期生活史研究が大きく発展する時期でした．矢郎先
生は内田先生の薫陶を受けて魚類の初期生活史をテーマ
に研究生活を始められ，卒業後も 1953年から 1955年に
かけての 2年間，内田研究室で助手を務められました．
九大を退職された後，門司市の職員となり，同市の和布
刈水族館に勤務する傍ら，引き続き研究と論文執筆に没
頭され，九大時代から約 6年間勤務された水族館の時代

図 1.　Alectrias markevichi，「ヒナムシャギンポ」標準和名基準標本，HUMZ 198460，48.4 mm SL.
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に，1954年の「アイゴ Siganus fuscescens （Houttuyn） の人
工授精による発生経過に就いて．魚雑，3（3–5）」に始
まり，多様な分類群にわたる海産魚類の卵発生，仔魚の
形態の記載や産卵習性の論文を発表されました．矢郎先
生の研究の中心は，定年を迎えるまで人工授精と飼育に
よる初期生活史の解明およびその知見の種苗生産・増養
殖技術への応用でした．なかでも，やはり特筆すべきは
学位論文のテーマでライフワークともなったフグ類につ
いての研究です．矢郎先生がフグ類の人工授精と仔魚の
飼育に関する論文を初めて公表されたのは，1953年に
実験を行い 1956年の九大農学芸雑誌に掲載されたゴマ
フグについてだと思われます．
また，1958年に出版された「日本産魚類稚魚期の研

究」の中で矢郎先生は 8種のフグ類を含む 12種（共著
を含む）を担当されました。トラフグとゴマフグについ
て，この時期すでに稚魚期まで飼育結果に基づく形態発
育史の記載を行っていることが注目されます．

1960年には長崎県に移り，水産試験場に勤務される
ことになりました．「獲る漁業からつくる漁業へ」とい
う時代を迎え，ブリ，マダイなど主要海産食用魚の増養
殖の研究に携わられる傍ら，海産魚類の初期生活史研究
を続けられ，ムシガレイ，ヤナギムシガレイ，ムラサキ
シタビラメ，ツルウバウオ，サバフグなどについての論
文を発表されています．これらの研究は 1953–1961年に
かけて，主に水族館時代に取り組まれたものです．先
生はよく「試験場や水族館は，こっそり海水が使える
けん，いろいろやれるんじゃ．」とおっしゃいました．
きっと我々には，現場機関もそれぞれの利点が有り，努
力次第で立派な研究ができることを伝えたかったので
しょう．そして 1962年には，フグの種苗生産や養殖技
術の発展に大きく貢献した「日本産主要フグ類の生活史
と養殖に関する研究」で学位を取得されています．フグ
の飼育研究を本格的に開始してからわずか数年で単なる
形態発育史の記載から，養殖を視野に入れた研究にレベ
ルを引き上げられたこと，12種ものフグ類を扱われた
ことなどに今更ながら驚きます．

1971年には，長崎県水産試験場増養殖研究所所長に
就任されます．増養研は矢郎先生以降，北島　力さんや
福所邦彦さん，青海忠久さんらを輩出した当時全国でも
有数の種苗生産技術開発の施設で，基本設計は矢郎先生
ご自身が行ったとのことです．全国から研究者を集め，
矢郎先生の指揮のもと，ブリ，マダイ，イシダイなどの
種苗生産研究に取り組みました．増養研発足当初は，初
めての大型水槽での量産実験だったため，必ずしも順調
な出だしではなかったようです．今では安定して生産で
きるようになったマダイ種苗ですが，最初の大量生産事
業では，根気のいる作業やハードな肉体労働にもかかわ
らず，なかなかうまくいかなかったようです．しかし，
1–2年もするとスタッフの実力もつき，徐々に結果がで
るようになったそうです．わが国におけるマダイをはじ
めとする重要海産魚類の種苗生産にとどまらず，世界中

の海産魚類仔魚育成の現場で初期餌料として当然のごと
く使われているシオミズツボワムシは，使われ始めてか
ら 50年近くになりますが，その餌料培養技術は 1960年
代以降に急速に発展したもので，矢郎先生はその基礎研
究にも大きく貢献されました．とくに 1975年以降，東
京水産大学（現　東京海洋大学）の渡邉　武助教授（東
京水産大学名誉教授）との共同で行われた，海産魚類仔
魚の栄養要求とシオミズツボワムシの栄養強化に関する
研究は，種苗生産技術の画期的な発展をもたらしまし
た．この時期の矢郎先生は理論よりも実践で種苗生産技
術の開発を先導され「飼育の神様」とも呼ばれました．
また「ガメラ」や「アルタマゴン（専門の卵飼育と多量
飲酒が由来と聞き及んでいます）」のあだ名も有名で，
「かなりのワンマンぶり」とも耳にしましたが，先生の
強烈なリーダーシップの表れだったのでしょう．1979
年に矢郎先生は長崎県水産試験場長に就任されました
が，当時水産試験場は長崎市に，増養研は 20数キロ離
れた野母崎町にあったことから，事実上現場を離れるこ
とになりました．
そして，その 2年後の 1982年 12月に東京水産大学

魚類学講座に教授として着任されました．定年となる
1988年 3月までの 5年半を研究と学生の指導にあたら
れ，教授職とともに現場研究生活を再開しています．当
時魚類学講座には魚類の尾鰭骨格を中心に研究されて
いた藤田　清先生も在籍されていたため，学生は「矢

東京水産大学在職中の藤田矢郎先生．長崎県水産試験場島原
分場にて．
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郎先生」「清先生」と呼び分けておりました．東水大魚
類学講座での矢郎先生は再び飼育に基づく初期生活史の
解明に軸足を移し，指導する学生にも関連するテーマを
多く与えられました．ハクレンの脳下垂体を片手に形態
発育史が解明されていないフグ類の成魚が漁獲される地
域を自ら精力的に回られ，学生や他の教官を驚かせまし
た．こうした一連の研究を行うためには初期餌料の培養
が不可欠なのですが，現場で苦労しつつ培われた先生の
技術は健在でした．先生はある日，研究室のベランダに
パンライト水槽を置き，ネクタイをはずし，背広を脱い
だ格好で，海水を張って，エアーホースを引き回し，小
さなスクリュービン 1本分のシオミズツボワムシをどこ
からか入手され，培養を始めたのでした．そのビンがあ
まりにも小さく（数 10 cc程度？），何でこれっぽっち
しか手配しないんだろう？と思ったのをよく覚えていま
すが，先生には確実に十分な量だったのでしょう．うれ
しそうに「今日はこれくらいにして，こっちをやるとす
るか．」とおっしゃって一升瓶が出てきたのは言うまで
もありません．シオミズツボワムシの培養については講
義で聴いていただけで，海水の使用を著しく制限された
大学の研究室でできるとは想像もできませんでしたが，
シオミズツボワムシは着実に増え，「なかなかええぐわ
いじゃ，コイツらには海水がもったいないけん，薄めに
せんといかんのう」おっしゃられ，徐々に塩分濃度を下
げ，培養体制はできあがりました．また，こういうこと
もありました．ある日，学生のためにクサフグの受精卵
を取りに行ったときのことです．先生はふだんとほとん
ど変わらない格好で，いつものカバンをお持ちになった
だけで，産卵場へ車で向かいました．初夏の大潮の満潮
時に岸に乗り上げるようにして産卵するクサフグを何尾
か捕まえ，ポケットからシャーレを取り出し卵と精子を
絞り人工授精し，穴が空いているのではないかと心配に
なるようなおんぼろの網で洗い，やはりポケットから取
り出したスクリュービンに入れて「終わりじゃ」．私は
せっかくの卵なので酸素も水もたっぷり入れて持ち帰っ
た方が確実でいいのではないかと思い進言しましたが，
「大丈夫じゃ．」とポケットへ入れてしまわれたのでし
た．最低限度必要なものだけを使い，安易にモノに頼ら
ない姿勢と確かな技術を学びました．そして，宿舎へ戻
るとうれしそうに「これをやるか」となったのは言うま
でもありません．
先生は遠く北海道からもフグ類の受精卵を持ち帰られ

て飼育実験を行われていました．自ら観察される生物を
飼い育てる姿，顕微鏡に向かう姿，「わしは下手じゃけ
ん，真似はするな」といいながら力強いタッチでスケッ
チをとられる姿は学生に凄みを感じさせるものでした．
多くの言葉や推奨する文献，紹介する人やツールによっ
て，手取り足取り，研究者としてのレベルアップの手助
けをするのではなく，生き物を扱う仕事に就く人間に必
要な覚悟のようなものを，先生は身をもって伝えようと
されたのではないかと思います．こうして，海産魚の仔

稚魚育成を毎年のように実践され，ご自身の研究に精力
的に取り組まれると同時に我々学生の研究をご指導くだ
さいました．
このように矢郎先生の学生指導は自主性を重んじ，「教

官の背中を見て自らつとめよ」というタイプでありまし
た．テーマの選定からして自由度が高かった記憶があり
ます．先生の専門である魚類の初期生活史研究や魚類学
研究室の伝統である形態学的研究にとどまらず，さまざ
まな魚類の生態をやりたいというような学生まで門戸を
広げてくださいました．また，学生の卒論原稿等につい
て指導される場合，学生の目の前で原稿を読み，直接手
を加えながら指導するというスタイルを採用されていま
した．ですから，先生に原稿を見ていただくことは，1
対 1の指導を数時間にわたって受けることを意味してい
ました．論旨が不明瞭な部分を指摘される場合，先生は
首を横に振りながら「ここはチトへぬるいのう」という
独特の表現を多用されました．この言葉を聞く度に指導
される学生は自分の原稿の不出来を悟ったものです．矢
郎先生は忙しい中でも 1対 1の学生指導に長い時間を割
いて下さり，当時の学生は緊張しながらも貴重な経験を
つんだものです．
さて，研究室では常に先頭にたって精力的に活動され

ていた先生ですが，魚類学の講義については，あまり面
白くありませんでした．松原喜代松先生の魚類学上巻を
コピーし，そのまま板書したような内容で，そこには先
生のオリジナリティはなかったのです。地方水試の場長
から母校ではない大学に転身された先生は当時の魚類学
研究室の伝統になじみはなく，さらに赴任から退職まで
はわずか 5年半．講義をどうすべきか，さらに研究室で
は教え子に何を伝えるべきか，相当悩まれたに違いない
と思います．その結果，先生は研究人生の多くを過ごさ
れた地方水試で培ってきたものを，研究室で我々に伝え
てくださったのだろうと思います．一方これらを，与え
られた短い期間で講義ににじませるのは，先生にとって
もやはり難しかったのかもしれません．
矢郎先生を語るうえで，忘れてならないのが，お酒に

まつわるエピソードです．講座の宴席では，先生の両隣
と向かい側は避け，少しでも小さい器を自分の前に置く
のが，自分の身を守る方法として流行したほど，先生の
酒の勧め方は凄まじいものでした．ビールがなくなる
と，「次はこれじゃ」と日本酒や焼酎．一升瓶の底に手
のひらを当てて持ち．片手で次々と注いで行かれる．ウ
イスキーやブランデーもなみなみと注がれるので，何と
か薄めるために少し飲んでは水を入れることを繰り返
す．そのうち「次はこれじゃ」が来ても，器が満たされ
ているので別のコップを持ってくる．宴が終わるころに
は自分の前に異なる酒で満たされた器が 3つ 4つ並ぶこ
とは普通にありました．空いた器がなくなると，入って
いる酒に別の酒が混ざります．「先生，もう器がありま
せん」というと「じゃあ，これじゃ」と鍋に使ったお玉
を持たされ，そこに 60°の泡盛が注がれたことがありま
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した．こうして 2時間もすると，大概の人間は出来上が
り，あるものは腰が抜けて立てなくなり，あるものは廊
下に転がり，二次会に行こうなどと言うものは，一人と
していませんでした．勧めるだけでなく，ご自身も我々
以上に飲んでおられるので，文句の言いようもありませ
ん．こうした宴の翌日，我々教え子はほとんどが二日酔
いで，意識もうろうの中，先生は涼しい顔で現れて，普
通に授業もこなしておられました．まさに先生は酒仙で
した．また，先生は，しばしばご自宅に我々学生を呼ん
でくださいました．お部屋に上がるとすかさず「母ちゃ
ん，酒！」．奥様にも大変お世話になりました．お邪魔
するといつものように，それはおいしい「角煮」や牛タ
ンのステーキなどを出していただきました．奥様のせっ
かくのおいしい料理も大抵はきちんと味わえる状況でな
かったのが残念です．「もっと飲まんですか」「これはど
うじゃ」「おぬし，それを空けい」いまも先生の笑顔と
ともに，まったく飾ることなく方言でお話された先生の
言葉の数々がいまでも思い起こされます．

1988年の定年退官後，矢郎先生は長崎市の自宅に戻
られ悠々自適の生活を送られていましたが，研究に対す
る情熱は冷めず，同年には総説「日本近海のフグ類」を
水産研究叢書 39号として出版されました．また，指導
した学生のその後にも気を配って下さり，学会等に弟子
たちの発表を見に来て声をかけて下さったり，進路転換
に悩んでいるものの相談に乗って下さったりしていまし
た．また，長崎を訪れた弟子の中には，直々に増養研を
案内していただいたり，学生時代同様に矢郎先生の奥様
の手料理で歓待を受けたものもいたようです．
これまで紹介したとおり，矢郎先生の研究スタイルは

理論よりも実践を重んじる現場対応型でした．たぶん，
「水産は実学」という意識が先生の中で非常に強かった
のではないかと思います．先生の現役当時まだ論文は絶
対に英語で書くべきであるという風潮は広まっておら
ず，現場対応型の成果は和文で書くことが主流でした．
このこともあってか矢郎先生の研究業績のほとんどは和
文で公表されており，海外での大きな評価には繋がらな
かったことは若干残念です．大学時代に矢郎先生の指導
を受けた学生から試験研究や飼育の現場担当職員となる
者が多かったのも先生の現場重視指導の影響が大きかっ
たのかも知れません．こんなことを書いていると先生に
「もっとしっかり海外に影響を与える研究もやらんです
か．」と叱られてしまいそうですね．天国から不肖の弟
子たちを見守っていてください．藤田矢郎先生，ご指導
ありがとうございました．安らかにお休みください．
本追悼文を纏めるに当たり，長崎大学名誉教授の道津

喜衛先生，元九州大学教授の北島　力先生に九州大学
や増養研時代の様子や経歴などを聞かせていただきまし
た．また、奥様の眞様、ご長男潮路様は、内容を確認し
てくださり、大切なお写真を快くお貸しくださいました。
皆様にはこの場をお借りして，深く感謝申し上げます．

（荒井　寛　Hiroshi Arai：〒 134–8587　東京都江戸川区
臨海町 6–2–3　葛西臨海水族園　e-mail: hiroshi_arai@tzps.
or.jp；永沢　亨　Toru　Nagasawa：〒 062–0922 札幌市豊
平区中の島 2条 2丁目 4–1　水産総合研究センター　北
海道区水産研究所　e-mail: nagasat@affrc.go.jp；岡部　久
Kyu　Okabe：〒 238–0237 神奈川県水産技術センター栽
培技術部　e-mail: okabe.4wwh@pref.kanagawa.jp）
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ニコライ・バシロヴィッチ・パリン博士のご逝去を悼む

Memories of Dr. Nikolai Vasilovich Parin (1932–2012)

ニックと誰からも親しまれていた Dr. Nikolai Vasilovich 
Parinは 2012年 4月 19日に癌のため，ロシア連邦の首
都モスクワで 79歳の生涯を閉じられた．パリン博士は
モスクワの東方約 700 kmの中都市ペルム（Perm）で，
1932年 11月 21日に生を受けた．博士は，幼年期から
自然科学者だった父上の手ほどきで，ロシアの大地の自
然と生物に親しんでいた。大学入試前には，モスクワ大
学生物学部に進もうとしていたが，陸よりも遙かに大き
い海の生態系のことを知り，それを研究したいとの思い
に駆られて，はじめの志望を変えて，モスクワ漁業技術
大学魚類学部へと進むことにした（博士は「首都にある
唯一の田舎大学」とその学校を愛しながらも謙遜もして
おられた）．ここで，海のない京都市の京都大学農学部
水産学科で学んだ私との幾分の共通性のあることを知
り，いささかの感慨を覚えたところである．パリン博士
は，大学を卒業するとまもなく，著名な海洋生物調査
船，ソ連科学アカデミー所属のヴィーチャジ号の調査員
となり，同船による数多くの調査航海に参加した．博士
は，最初から外洋性魚類に興味を持ち，まずトビウオ類
の研究で修士号を得て，その後，外洋性魚類の分類進化
の研究で博士号を取得され，生涯約 100種の新種の記載
もされた．
我国には少しく知られていない感のある旧ロシアから

ソ連時代を経て，現在の新生ロシアに至るまで，隣国ロ
シア連邦には，輝かしい魚類学の系譜がある．バシレフ
スキー，リンドベルグ，ベルグ，ソルダトフ，シュミッ
ト，スベトビドフ，アンドリアシェフ，ニコリスキー，
ラス，タラネッツ，ベッケル，シュントフ，ミハイリン
などの魚類学者の名前を我国の魚類学徒も一度は耳にし
たことがあるであろう．パリン博士は，その伝統を正当
に受け継ぐもっとも輝かしい魚類学者の一人としてつと
に高名であった．
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ソ連科学アカデミーのシルショフ海洋研究所（モスク
ワ）で長年研究生活を送られたパリン博士は，たびたび
ヨーロッパ魚類学会や他の種々の国際学会で，数々の優
れた研究発表をされていた．すでに 1970年代から世界
的に高名であり，その人柄と研究能力はアメリカ合衆国
スミソニアン研究所自然史博物館魚類部でも高く評価さ
れ，長期・短期数回の招聘による客員研究員として，そ
こで滞在研究をされている．ロシアの科学者としては英
語に堪能だった博士は，それでも用心深く慎重な性格か
らか，いつもワシントン D.C.に着くと，数日はホテル
にこもりきりで，“ ニックは英語に慣れるために終日テ
レビの前を離れなかったよ ” とコレット博士や，コーエ
ン博士，ギブス博士らにたびたび聞かされた．
パリン博士は，ヴィーチャジ号での 3回の日本寄港

（大阪：1958，東京：1964，福岡：1971）の際，日本の
水産の隆盛と魚類学の発展を目にして，日本での滞在研
究をしたいと強く思われた．長年親交のあった北海道大
学水産学部の尼岡邦夫教授の紹介で，研究分野が部分的
に重なっている私が受け入れ元となり，日本学術振興会
の招聘研究者募集に採用され，博士の来日は実現した．
1992年 10月から 12月までの足かけ 3 ヶ月間，博士は
よき研究助手であったオルガ夫人を伴って，京都府舞鶴
市の京都大学水産実験所に滞在して研究に専念された．
折からの学園祭でにぎわっていた函館の北大水産学部

の尼岡研究室に博士ご夫妻と私は 1週間滞在させていた
だいたのを初めとして，国立科学博物館（東京），東京
大学海洋研究所，東京水産大学，おさかな普及センター
資料館（東京），葛西水族園（東京），千葉県立中央博物
館，遠洋水産研究所（清水），京都大学水産学科，海遊
館（大阪）などにも私がお二人をお連れした．多くの日
本の魚類学者との交流を博士はとても喜ばれ，とくにお
さかな普及センターの阿部宗明先生とトビウオに関し
て，東大海洋研の川口弘一教授と中層性深海魚につい
て，充実した論議ができたと大層ご満悦であった．ま
た，この間に，当時北海道立水産試験場釧路支場におら
れた髙　昭宏博士と連絡をとり，ご自身の著書，Рыбы 

Открытого Океана（外洋の魚類）の翻訳を依頼された．
研究の合間に，それは数年で完訳されたが，どうしたこ
とかそれは出版されなかった．内容の豊富な水準の高い
ポピュラー　サイエンスブックの名訳が日の目を見な
かったのは誠に残念である．なお，博士の滞在中に，私
との共著で，1993年に出版された FAO Species Catalogue 
Vol. 15. Snake mackerels and cutlassfishes of the world (Families 
Gempylidae and Trichiuridae) を二人でまとめることができ
たのは，なによりの収穫であった．
パリン博士は，乗馬，クラシック音楽や絵画の鑑賞，
旅行，スポーツ観戦など幅広い趣味を持っておられた．
そして，お酒をこよなく愛され，とてもお強くて盃を手
にすると微笑を絶やさず，いくら飲んでも乱れることが
なかったのには感心しきりであった．ある時，一緒に学
生の宴会に招かれた折，二人で盃を手にして，飛行機の
パイロットの滞空時間になぞらえて，我々の調査船での
滞海日数はとの話となり，少ない方が酒をおごることに
なった．概略計算で，博士の約 2,500日，私の 1,270日
と出て，私の完敗だった．後の北大訪問時に舞鶴－小樽
間のフェリーすずらん丸の船上で，私がご夫妻に盛大に
生ビールをご馳走することとなった．
想い出は尽きないが，紙幅も尽きるので擱筆すること

にする．深くパリン博士のご冥福を祈る．

（中村　泉　Izumi Nakamura：〒 624–0912　京都府舞鶴
市上安 383　email: izynkm@gmail.com）
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トピックス

第 14 回ヨーロッパ魚類学会参加報告

Report on the XIV European Congress of Ichthyology, 
3–8 July 2012, Liege, Belgium

第 14回ヨーロッパ魚類学会が 2012年 7月 3日から
8日までの 6日間，ベルギーのリエージュで開催され
た（図 1）．本学会はほぼ 4年に 1度行なわれる国際学
会で，前回は 2008年にリトアニアで開催された．研究
発表は 3日から 7日の 5日間にわたり，8日にはエクス
カーションが行われた．
ベルギー王国はブリュッセルを首都とし，オランダ，

ドイツ，フランスと国境を接する．日本との時差は 8時
間で，北海道よりも緯度は高いが，暖流の北大西洋海
流が北海を流れるため温帯に属する．6，7月の平均気

ニックとイージー（パリン博士と私）．学生主催の宴会にて．
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温は東京と比べて 5℃ほど低いため，服装は長袖を中心
に用意していたが，予想に反して日差しが強く気温が
高かったので，ほとんど半袖のＴシャツ 1枚で過ごし
た．今回，学会が開催されたリエージュは，リエージュ
州中央に位置する人口約 60万人のベルギー第 5の都市
で，古くからヨーロッパ各地の交易の中心，交通の要所
である．学会はムーズ川のほとりにあるリエージュ水族
博物館で行われた（図 2）．学会には 35ヶ国の研究者が
集い，参加者は総勢約 260名，開催国であるベルギーが

もっとも多く 69名，日本は 8番目に多い 9名であった．
日本を除けばアジアからの参加者はほとんどなかった．
日本からの参加者は，前川晃司，後藤　晃，細谷和海，
宮　正樹，北川忠生，森宗智彦，金　銀眞，朝井俊亘の
各氏と筆者を含めた 9名である．口頭発表 128題，ポス
ター発表 119題が 3会場で行われ，期間前半は生態・保
全学や系統・分類学の発表が中心で，後半は遺伝学，生
理学，進化形態学など，内容は多岐に渡っていた．
学会前日に参加登録の受付が行われ，18:00からはウェ

ルカム・ドリンクが水族館で振る舞われた．終始フラン
クな雰囲気で，ワインなどのお酒を片手に夜の水族館を
楽しみながらの交流となった．水族館には，著者の研究
対象でもある Gobio gobioや Barbus barbusなどヨーロッ
パを代表する淡水魚が展示され，初めて生きた個体を見
る種も多く，非常に有意義であった．

7月 3日，開会の挨拶がなされ，学会が開幕した．毎
日朝一番となる 9:00から，さらに初日から 3日目まで
は午後一番となる 14:00からも 40分の招待講演が行わ
れ，その後，口頭発表，ポスター発表が順に行われると
いうプログラム構成であった．講演には 7名の講演者が
招待されており，特に Ralph Britz博士（大英博物館）の
講演 “Canʼt see the wood for the trees?” は，系統分類学の歴
史から現在の潮流と問題点を指摘していて非常に興味深
かった．ポスター発表のコアタイムでは，初日に系統分
類学，3日目に生理，遺伝，行動や進化形態学，4日目
に生態・保全学に関する発表が行われた．著者は，初日
の系統分類学の枠でシーボルトコレクションのひとつで
あるカマツカ Pseudogobio esocinusの分類学的問題につい
て発表した（図 3）．
講演・発表以外にも学会からいくつかイベントが用意

されており，4日にはそのひとつであるムーズ川クルー
ジングに参加した．クルージングはムーズ川のリエー
ジュ中心部の区間を周回する約 60分のコースであった．

図 1.　ヨーロッパ魚類学会のパンフレット．

図 2.　ムーズ川から学会会場であるリエージュ水族博物館
を臨む．

図 3.　ポスター発表風景．スウェーデンの Kajrup Bodil
博士に解説する著者．発表タイトル “Type series of 
Pseudogobio esocinus (Teleostei; Cypriniformes) in the Siebold 
collection: its taxonomic problem”．
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ムーズ川は，フランスの北東部に源を発し，ベルギー，
オランダを通過し，北海へ注ぐ国際河川である．砂州や
河原が存在しない典型的な運河として整備されており，
舟運が盛んであった．水は濁っていて，魚影がまった
く確認できず残念であった．5日には，午後からリエー
ジュ大学付属養殖場の見学に参加した．養殖場は，リ
エージュからムーズ川沿いにバスで約 30分走ったティ
アンジュ Tihangeという町にあり，原子力発電所に隣接
していた．この養殖場は，ティラピアなどの水産有用種
の養殖についての研究を主目的としていて，冬場，原子
力発電の温排水を利用して水温を維持しているそうだ．
ここではおもに東南アジアからの留学生を受け入れてい
た．さらに，Gobio gobioなどの絶滅危惧種の飼育，繁
殖も行っていた．養殖場の外部には養殖に利用されてい
ない池が 3つあり，コイ科の Scardinius，Rutilusやヨー
ロッパオオナマズ Silurus glanisの幼魚が泳いでいた．池
の排水口やコンクリート壁面には，世界の侵略的外来種
ワースト 100に入り，日本でも特定外来生物に指定され
ているカワヒバリガイ Limnoperna fortuneiが多量に付着
していた．ベルギーでも日本と似た現状をみて，改めて
外来種の脅威を実感した．

6日は，進化形態学のセッションのみのプログラム構
成となっていた．ベルギーでは古くから魚類の解剖学
や形態学が盛んで，CTスキャンを利用した最先端の形
態学に関する研究が多数発表され，非常に興味深かっ
た．CTスキャンでは標本を傷つけることなく骨格観察
ができるため，解剖学や形態学のみならず，破損が許さ
れないタイプ標本などの精査に用いることが可能とな
る．そのため，分類学の発展にも大いに貢献すると思
われ，日本における普及も期待したい．この日の晩に
は，リエージュ郊外で懇親会が行われた．30分ほど屋
外の庭で過ごした後，屋内に入り，丸いテーブルを 7か
ら 8人が囲む形で座った．著者は，これまでの学会期間
中，英語力の不足から積極的に会話ができておらず非常
に心残りだったので，思い切って日本人のいないテー
ブルに座った．そこはアフリカに生息する卵生メダカ
Nothobranchiusを中心に種分化研究を行っているチェコ
の Reichard Martin博士の研究室グループで，みなさん社
交的，親切で，互いの研究の話からそれぞれの国の淡水
魚の現状，日常生活の話までいろんな会話ができ，楽し
く有意義であった．
最終日，7月 7日は正午前にすべての発表が終了し，

閉会式で幕を閉じた．初めて参加した今回の国際学会
は，英語の拙さからうまくコミュニケーションがとれず
悔しい思いをすることが多かった．また，淡水魚の分類
学雑誌である Ichthyological Exploration of Freshwatersの編
集長を務めている Mourice Kottelat博士に挨拶をした際，
アジア人たちの英語はひどくて編集に時間がかかると嘆
いておられた．コミュニケーション能力のみならず，英
文法のさらなる勉強が必要だということを痛感した．今
回，わずかながら交わした会話，議論は非常に刺激とな

り，さらに集中して研究に取り込みたいという気持ちに
させてくれると同時に，英語力向上への意欲を持たせて
くれた．次回はポルトガルのリスボンでの開催予定で，
研究活性のため再び参加したい．最後に本報を校閲して
いただいた細谷和海教授（近畿大学）に深く感謝の意を
表する．なお，本出張に際して，文部科学省科学研究費
補助金（特別研究員奨励費：課題番号 24・4703）の支
援を受けた．

（川瀬成吾　Seigo Kawase：〒 631–8505　奈良県奈良
市中町 3327–204　近畿大学大学院農学研究科水圏生
態学研究室　日本学術振興会特別研究員 DC2　e-mail: 
kawauso0212@hotmail.co.jp）
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2012 年度日本魚類学会市民公開講座

「クニマス：生物学的実態解明と
その保全を考える」を終えて

Impressions of the symposium 
“Kunimasu: its biological entity and conservation ” 

held as the lecture open to the public 
of the Ichthyological Society of Japan in 2012 

今年度の市民公開講座「クニマス：生物学的実態解明
とその保全を考える」は，7月 14日（土）に山梨県総
合教育センター・大研修室で行われた．今回の市民公開
講座のテーマを上記のように「クニマス問題」にしたの
は，言うまでもなく 2010年 12月に「山梨県西湖でクニ
マスの生息発見」との公的報道が行われたことによるも
のであるが，何よりもこの報道から現在までの間に，新
聞やテレビなどのマスコミでも大きくとり扱われてきた
ことによる．またそれに加えて，マスコミ等のほとんど
の報道は単に「クニマス 70年ぶりに発見」と喧伝する
だけで，西湖で発見された「クニマス」とはどのような
魚なのか，この「クニマス」の生物学的実態をどのよう
に明らかにするのか，さらに今後この「クニマス」をど
のように保全すべきかなどの問題については十分に広
く，かつ深く論議がなされてはおらず，一般の方々にも
その問題点について十分に伝えられていない実態にあっ
たことも関係しているといえる．このようなことから，
『原産地田沢湖でのクニマス絶滅の教訓を生かし，西湖
の「クニマス」の生物学的実態を明らかにするととも
に，その保全を考えよう』との趣意から，本シンポジウ
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ムは杉山と後藤の両自然保護委員会委員を中心に企画さ
れ，「クニマス」再発見場に近い山梨県総合教育センター
において実施された．当日の市民公開講座は渡辺勝敏氏
（京都大学）の司会により，次のプログラムに基づいて
行われた．

挨　　拶
 日本魚類学会長　木村清志（三重大学）
基調講演
　「田沢湖で絶滅したクニマスの生物学的特徴」
 杉山秀樹（秋田県立大学）
　「クニマスの生物学的特性」
 中坊徹次（京都大学）
話題提供
　「米国で観察したクニマスの模式標本について」
 細谷和海（近畿大学）
　「ヒメマスを含むベニザケの変異性について」
 帰山雅秀（北海道大学）
　「ベニザケ・ヒメマスの分子系統」
 山本祥一郎（水産総合研究センター）
　「西湖におけるクニマスとヒメマスの遺伝的差異」
 中山耕至（京都大学）
　「西湖のクロマスとヒメマス漁業」
 青柳敏裕（山梨県水産技術センター）
　「レッドリストにおけるクニマスのカテゴリー問題」
 浪花伸和（環境省野生生物課）
パネルディスカッション（質疑含む）
司会：杉山秀樹・後藤　晃（北海道教育大学）
パネリスト：細谷和海・中坊徹次・帰山雅秀・山本祥一
郎・高橋一孝（山梨県水産技術センター）・浪花伸和

閉会の挨拶
 日本魚類学会自然保護委員会委員長　細谷和海

ここでは，本市民公開講座における各講演者の講演
内容については既刊の講演要旨集（日本魚類学会 2012）
に掲載されていることから，当日に行われたパネルディ
スカッションの概要を記すとともに，その内容に対する
コーディネーター 2人による若干のコメントを付け加え
て報告する．そこでの論点は，以下に記す『西湖の「ク
ニマス」の分類と由来』，『西湖および本栖湖におけるヒ
メマスと「クニマス」の生物学的関係』，および「その
保全：予防的視点から考える」であった．

 1 ．西湖の「クニマス」の分類と由来について
中坊氏および細谷氏の講演発表では，西湖の「クニマ

ス」の形態・生態形質の特徴は田沢湖のクニマスにき
わめて類似すること，西湖の「クニマス」には同所的
に生息するヒメマスとの間に遺伝的差異が認められるこ
と（中坊 , 2011; Nakabo et al., 2011），および米国フィール
ド自然史博物館所有のクニマスのホロタイプ（完模式標
本）との比較調査で，西湖の「クニマス」はホロタイプ

の形態的特徴にほぼ一致すること等から，西湖で発見さ
れた集団はクニマスと同定されると判断している．し
かし，帰山氏が講演発表で述べたように，クニマスに
きわめて近縁なベニザケ種群（降海型，残留型，コカ
ニーの生活多型を内包する）の分布域全体における形態
的・生態的変異は著しく大きく，クニマスの表現形質の
特徴はそれらに類似すること，およびマイクロサテライ
ト DNA解析に基づくベニザケ種群の変異性は顕著であ
ること，さらに日本産ヒメマスがその系統樹に内包され
る一つの系統であること（Beacham et al., 2012）を考慮
すれば，西湖の「クニマス」は田沢湖産のクニマスと同
一でない可能性も現時点では残されている．また，過去
に田沢湖のクニマスの発眼卵が西湖などに移殖された履
歴はあるが，田沢湖産のクニマスが西湖でそのまま生き
残っているか否かは明らかではない．このように，西湖
の「クニマス」の由来については，「他人の空似」の可
能性を排除するために，さらなる科学的検証が必要であ
る．
本パネルディスカッションでは，西湖の「クニマス」

の由来を明らかにすることが一つの重要な課題であり，
そのためには絶滅した田沢湖のクニマスのホルマリン
標本，またはその遺物から抽出された DNAの遺伝的
解析結果と西湖の「クニマス」の DNA解析結果との直
接的比較，あるいは西湖の「クニマス」のマイクロサ
テライト DNA解析結果を上記のベニザケ種群の系統樹
（Beacham et al., 2012）に組み入れて，両者の関係や遺伝
的分化の程度を明らかにすることが必要であるという意
見が出された．これらの研究課題は「クニマス」問題を
解明する上で重要であり，今後取り組まれることが望ま
れる．
 2 ．西湖および本栖湖におけるヒメマスと「クニマス」

の生物学的関係について
日本各地におけるヒメマスの鰓耙数および幽門垂数

はそれぞれ変異の幅が少なくないことや，その繁殖生
態，特に産卵期についても長期に及ぶことが認められて
いる（杉山の講演）．また，日本各地のヒメマスとカム
チャッカのヒメマス，およびカナダ・ベーリング海の
ベニザケの遺伝的変異をミトコンドリア DNA（mtDNA）
と核 DNA（マイクロサテライト）を指標に遺伝子解析
を行った山本氏の講演によると，日本のほとんどの地域
とカムチャッカのヒメマス集団，カナダのベニザケ集団
は mtDNAで Hap-1をもつのに対して，本栖湖のヒメマ
ス集団は Hap-1，2，3の 3つのハプロタイプをもつとい
う（Yamamoto et al., 2011）．そして核 DNA解析において
も，本栖湖のヒメマスに他集団とは異なる DNAパター
ンをもつ個体が確認され，mtDNA型と一定の関係をもっ
ていることが示された．しかし，異なる mtDNAハプロ
タイプをもつ個体間（Hap-1と Hap-2）には交雑が生じ
ていることも分かり（Yamamoto et al., 2011），本栖湖に
おいてヒメマス個体と西湖とたぶん同じ遺伝的特徴をも
つ「クニマス」個体との間で部分的な遺伝子交流が起
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こっていることを示唆している．
しかしながら，現段階では田沢湖産のクニマスの

DNAパターンが把握されていないことから，これ以上
の考察をすることは困難である．今後，山梨県水産技術
センターが西湖の「クニマス」の人工授精・ふ化放流を
行った個体について，その遺伝的特徴とともにスモルト
の出現率，海水耐性などの調査を行う必要がある．そし
て，その研究結果が明らかになれば，この「クニマス」
と田沢湖産のクニマスの関係を検討する上で興味深い資
料となるであろう．また，西湖の「クニマス」について
は，その産卵場所の特定やその環境条件，稚魚・未成魚
の確認，さらには同所的なヒメマスを含めた集団構造の
解析が必要であろう．
 3 ．保全：予防的視点から考える
西湖で見出された「クニマス」が，今後のさらなる調

査によって田沢湖に由来するクニマスであると確定され
る可能性があることから，現時点でそれを予防的視点か
ら保護・管理を適切に行う必要がある．その際，本栖湖
と西湖は山梨県内で地理的に近いばかりでなく，この両
湖に生息する「クニマス」には遺伝的に異なる特徴もあ
り得ることから，相互に個体を移殖しないよう十分に注
意する必要がある．また，クニマスは田沢湖だけの固有
種であったことから，西湖の「クニマス」を安易に他の
水系に移殖・放流しないように規制するとともに，将来
的に再導入の要望が秋田県の地元等から出された場合に
も，単にイベント的な保護対策とならないように，移殖
先の環境条件やヒメマスとの交雑の可能性等を含めて慎
重に検討する必要がある．
なお，これらの論点とは別に，今後の西湖の「クニマ

ス」等を対象とした研究においては，「クニマス」の再
発見者（グループ）のプライオリティーに十分な配慮を
しながらも，広く，さまざまな分野の研究者（グルー
プ）にも「クニマス」標本や調査・観察の機会等が与え
られることが，クニマスの生物学的実態の解明や保全に
役立つはずであるという指摘もあった．
最後に，今回の市民公開講座は山梨県立博物館と山梨

県水産技術センターによる全面的な協力と諸準備によっ
て実施することができたものであり，両機関の職員の皆
さまに厚くお礼申し上げる．
本市民公開講座の要旨集（1部 500円）については若

干の余部があるので，購入を希望される方は庶務幹事宛
にその旨ご連絡いただきたい．
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魚類学雑誌：投稿規定の改訂についてのお知らせ

魚類学雑誌の投稿規定の一部が 2012年 6月 1日付で
改定されました．

旧：1.著者：著者の少なくとも 1名は日本魚類学会の会
員でなければならない．
新：1.著者：著者の少なくとも 1名は日本魚類学会の会
員でなければならない．ただし、編集委員会が認めた場
合はその限りではない．

以上のように「ただし」以下が追加されました．これ
は論文以外の後付記事（会員通信など）の著者を主眼に
おいての改定です．魚類学会の会員にとって重要な種々
の情報が，必ずしも会員によってのみもたらされるとは
限りません．著者を会員に限定することによって，か
えって会員の利益が損なわれる場合も想定されます．非
会員を著者として認めることで，会員へのサービスがよ
り向上することもあるでしょう．たとえば弔文などの場
合，会員・非会員の枠をこえて故人をもっともよく知る
方に執筆をお願いするのが，故人を偲ぶ上で自然である
と考えられます．現段階では後付記事を念頭においてい
ますが，論文についても，編集委員会の判断に基づき、
会員以外の著者に投稿を依頼できる可能性を将来に託す
点も配慮内であること，申し添えます．後付記事あるい
は論文にせよ，会員の利益を第一に考え，投稿の可否が
判断されることは申し述べるまでもありません．
 （日本魚類学会編集委員会）
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2013 年度年会のお知らせ

　2013年度年会の予定をお知らせします．詳細は 2013年 4月に
出版される魚類学雑誌 60巻 1号に掲載します．
　期　日：2013年 10月 3日（木）–10月 6日（日）
　　　　　3日　編集委員会・評議員会
　　　　　4–6日　研究発表会・シンポジウム
　会　場：宮崎観光ホテル
　　　　　〒 880–0865 宮崎県宮崎市松山 1丁目 1–1

シンポジウム・セッションの申し込みについて

　2013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：〒 501–1193 岐阜市柳戸 1–1

　　　　　岐阜大学　地域科学部
　　　　　日本魚類学会庶務幹事　向井貴彦
　　　　　TEL: 058–293–3027　FAX: 058–293–3008

　　　　　e-mail: tmukai@gifu-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：2013年 1月 31日

2012 年度年会

　2012年度年会が 2012年 9月 21日（金）–9月 24日（月）に
水産大学校において開催され，以下の会合があった．

1．2012 年度第 2 回編集委員会

　9月 21日（金）12:00–14:30に編集委員 9名が出席して 2012年

度第 2回編集委員会が開かれた．

2．2012 年度第 1 回評議員会

　9月 21日（金）15:00–17:00に評議員 28名（他に委任状 14名）
が出席して開催された．議長には立原一憲氏が選出された．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） 2011–2012年度会務報告；（2） 2011–2012

年度編集報告；（3） 2011年度決算報告，同監査報告；（4） 2012

年度総会以後および 2013年度活動方針；（5） 2013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；（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） 東京湾環境研究委員会に関する報告；（15） 第 9回インド・
太平洋魚類国際会議に関する報告；（16） 会則，細則，会計規則
の改正に関する検討；（17） 会費滞納者への学会誌追加発送費負
担に関する検討；（18） 会員名簿廃止に伴うマイページの会員情
報活用に関する検討；（19） 名誉会員の推薦；（20） 今後の年会開
催予定（2013年度：宮崎大学，鹿児島大学総合研究博物館（共
催）；2014年度：神奈川県立生命の星・地球博物館，横須賀市
自然・人文博物館（共催）；2015年度：近畿大学）；（21） その他
2012年度の評議員 MLの回答状況について．

3．2012 年度第 1 回総会

　9月 22日（土）11:15–12:00．出席者 102名．議長には立原一
憲氏が選出された．議事は以下の通りであった．（1） 2011–2012

年度会務報告；（2） 2011–2012年度編集報告；（3） 2011年度決算
報告，同監査報告；（4） 2012年度総会以後および 2013年度活動
方針；（5） 2013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；（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） 東京湾環境研究委員会に関する報
告 ;；（15） 第 9回インド・太平洋魚類国際会議に関する報告；
（16） 会則，細則，会計規則の改正に関する検討；（17） 会費滞納
者への学会誌追加発送費負担に関する検討；（18） 会員名簿廃止
に伴うマイページの会員情報活用に関する検討；（19） 名誉会員
の推薦；（20） 今後の年会開催予定（2013年度：宮崎大学，鹿児
島大学総合研究博物館（共催）；2014年度：神奈川県立生命の
星・地球博物館，横須賀市自然・人文博物館（共催）；2015年
度：近畿大学）；（21） その他　なし．

4．日本魚類学会賞授賞式および奨励賞受賞講演

　9月 22日（土）12:00–12:30に日本魚類学会賞奨励賞受賞講演
がおこなわれた．論文賞は下記の 2論文が受賞した．
 ・Kano, Y., Y. Kawaguchi, T. Yamashita and Y. Shimatani (2010).  

Distribution of the oriental weatherloach, Misgurnus anguillicaudatus, 


