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岐阜の自然考：ふるさとぎふの多様な生きものたち．－岐阜の
自然考出版委員会（編）．2015．垂井日之出印刷所，岐阜．200 

pp．ISBN978-4-907915-05-6．1,111円（税別）

改めて言うことでもないが，岐阜市は岐阜県の県庁所在地で
ある．斎藤道三，織田信長のころより城下町として栄え，現在
では大都市・名古屋まで鉄道で 30分もかからない利便性も手伝っ
て，人口は 40万人を超えている．市の南部は都市化が進み，カ
ダヤシやアメリカザリガニしかいないような典型的な都市河川
も流れている．しかし，市全体が同じような環境かというと決
してそうではない．たとえば，市の中心には清流・長良川が流れ，
その支流域には田園地帯が広がり，灌漑用のため池も多い．北
側の丘陵・低山地帯には谷戸が多く，そこに集落が点在し，里
山の景観が今でも多く残っている．魚類を例に挙げれば，広く
見られるオイカワ，カワヨシノボリのほか，河川上流域に生息
するアカザやアジメドジョウ，丘陵地に多いホトケドジョウや
トウカイヨシノボリ，田園地帯に生息するデメモロコ，湧水に
依存するハリヨ，そして回遊性のサツキマスやアユカケなどを
岐阜市内でまとめて見ることができる．
このように，岐阜市は生物多様性の高い街であるが，この事

実は綿密な調査に基づいて得られている．岐阜市では 2009年か
ら 2013年まで，市内全域の網羅的な調査（自然環境基礎調査）
がなされている．この調査は，植物，哺乳類，鳥類，爬虫類，
両生類，魚類，昆虫類，貝類，甲殻類（十脚類）を対象に，各
分類群の専門家が中心となり，学生や NPO団体，市民ボランティ
アなどさまざまな立場の人が参加して行われた．そして，この
調査によって知ることができた足元の自然の魅力を市民に広く
伝えようと，実際に調査に関わった調査員によるコラムが岐阜
新聞に 3年半にわたって連載された．その後，これらのコラム
をまとめ，岐阜市以外の方々にも役立ててもらえるようにとの
想いで書籍化されたのが本書である．本書は 18名の執筆者によ
る 165編のコラムにより，岐阜市の自然環境やそこに生息する
生き物たちについて紹介されている．執筆者は調査に関わった
さまざまな立場の人を代表するかのように，大学教授からボラ
ンティアの一般市民，自然科学部所属の高校生まで幅広い．各
コラムは，執筆者が実際に現場で知り得た情報を独自の視点で
書いているため，読み物としておもしろい．また各コラムは 1ペー
ジにまとめられているので，コーヒー片手に一息入れながら読
むのにも適している．先述した分類群のほか，特筆すべき地形・
地質にも触れられており，岐阜市の自然環境を凝縮した本と言
えるだろう．特に章分けなどはされておらず，165編のうちの 2

編は「まえがき」と「あとがき」として再編され，あとは新聞
連載時のまま掲載されている．
岐阜市の自然を語るうえで欠かせない環境は，なんといって

も長良川である．長良川は日本三大清流のひとつに数えられ，
長良川のアユ，サツキマス，アジメドジョウはご存じの方も多
いだろう．冒頭で岐阜市の魚類が多様なのはさまざまな生息環
境があるからだと述べたが，長良川そのものの恩恵もかなりの

部分を占めている．本書の『魚影に見る長良川の美』というコ
ラムでは，長良川の持つ多様性について触れられており，この
1ページを読むだけで長良川の概要をうかがい知ることができる．
市街地を流れるにも関わらずアユを丸かじりできること，川を
覗けばオイカワやカマツカ，シマヨシノボリやカワヒガイなど
の魚影を確認できることが述べられている．そして，シュノー
ケルをつけて泳いでみれば，アジメドジョウやカジカ小卵型を
見つけることもあるだろうとも述べられている．本文では何気
なく触れられているが，岐阜市の長良川では泳げるのである．
筆者も夏に泳いだ経験があるが，イトモロコやヌマチチブなど
多くの魚類を観察できた．市街地を流れる川で普通に泳ぐこと
ができ，多くの生き物に出会える川はそうはない．ただし，す
べてが自然のままではなく，オオクチバスなどの外来魚もいれば，
下流域に作られた河口堰の影響も大きいことにもコラムでは触
れられている．
長良川を代表する魚類の一つ，サツキマスは河口堰の影響を

受けている魚類である．サツキマスとはサケ科魚類であるアマ
ゴの降海型のことであるが，その味は大変美味とのことで，昔
から長良川ではサツキマスを狙った川漁師がいるほどである．
しかし，昨今の長良川では河口堰の影響でサツキマスが減り，
代わりに海まで降らない「戻りシラメ」と呼ばれるアマゴが増
えたという．美味なサツキマスに対して戻りシラメの味はいか
なるものだろうか．本書の『戻りシラメ，海を知らず』という
コラムは，これらの魚を実際に食べ比べた高校生による体験談
として書かれており，魚の味から現在の長良川の状況を考えさ
せてくれる．また，カジカ科の 1種であるアユカケも河口堰の
影響を大きく受けた魚類である．アユカケもサツキマスと同じ
く川と海を行き来する魚類であるが，移動能力が高くないせい
かサツキマス以上の減少を示す．本書の『アユカケ　姿を見せ
ぬ「清流の住民」』というコラムでは，アユカケの減少について
触れられている．アユカケは，河口堰ができる以前の岐阜市周
辺で 126尾の採集記録があるが，本書の基になった基礎調査で
執筆者が採ったのはわずか 1尾のみだという．また，アユカケ
の名は「鮎掛け」に由来しているが，アユのほうは放流によっ
て個体数は維持されている．執筆者は，アユカケのような野生
の魚たちが豊富に住むことができる川こそ本当の「清流」では
ないかと訴えており，その想いは筆者を含めた多くの会員に共
通のことと思う．
ここまで魚類中心に話を進めてきたが，岐阜市の魅力あふれ

る生き物はもちろん魚類だけではない．岐阜市をはじめとした
東海地方には，湧水湿地と呼ばれる鉱物性湿地が点在しており，
そこには特異な生態系が存在している．植物のシデコブシ，ヘ
ビノボラズ，昆虫のヒメタイコウチなどがそうで，これら一風
変わった生態を持つ生き物についてのコラムも多い．たとえば，
ヘビノボラズは決して湿地外の林に進出しないこと，ヒメタイ
コウチは水生昆虫でありながら溺死することなどは興味深い話
題である．ほかにも，貝類ではナミコギセルやイボイボナメク
ジなどの陸貝にも触れられており，目に触れる機会の多い水中
の種類とは違う魅力が満載である．特に 2ミリほどの微小陸貝
は，「宝石」と形容されるほど美しいとのことである．その微小
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陸貝のコラム『陸貝探し　土中から 2ミリの “ 宝石 ”』では，「宝
石」の魅力にはまった執筆者による微小陸貝探しのノウハウを
知ることができる．土中からタモ網やふるいを駆使して探すそ
のさまは，まさに宝石探しである．そのほかの分類群でも，川
の調査でよく見かけるヌートリアは塩コショウで焼くと大変美
味であることや，毒をもつメタリックブルーの昆虫，ヒメツチ
ハンミョウのコラムなど興味深い話題が豊富である．とはいえ，
一つ一つ挙げるときりがないので，紹介の方はこのあたりでご
容赦いただきたい． 

本書を通読すると，「絶滅の危機に瀕しており…」，「昔はもっ
と豊富で…」などの言葉を頻繁に目にする．いくら生物多様性
が高い岐阜市とはいえ，減りつつある様は他の地域との共通の
話題である．今残っている自然を全力で守り，後世に伝える必
要性は非常に高いだろう．本書は，そう強く思わせてくれるコ
ラムばかりである．なお，岐阜市では本書の基になった自然環
境基礎調査に基づき，2015年に岐阜市版レッドリスト・ブルー
リストを作成している．さらに，本書評が掲載される頃には岐
阜市版生物多様性地域戦略（岐阜市生物多様性プラン）が作成
されていることだろう．残された自然が守られ，末永く伝えら
れることを願ってやまない．後世を担う若い世代の会員にこそ，
読んでいただきたい 1冊である．

（伊藤　玄　Gen Ito：〒 501–1193　岐阜市柳戸 1–1　岐阜大学大
学院連合農学研究科　e-mail: t6101001@edu.gifu-u.ac.jp）
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Biology and Evolution of the Mexican Cavefish. – A. C. Keene, M. 

Yoshizawa and S. E. McGaugh, eds. 2015. Academic Press, San Diego. 

412 pp. ISBN 978-0-12-802148-4. 99.95 USD.

洞窟に生息する多くの生物は，色素の減少や眼の縮小，非視
覚的感覚の発達などの特異な現象を共通して示す．その要因と
して，暗黒など洞窟特有の環境に適応した結果，地表では備え
ていた形質を失った，あるいは洞窟で新たに得たとしばしば説
明される．しかし地表と洞窟の生物の形質に違いがあったとし
ても，その違いがどのように生じたのか，そしてそれに適応的
な意義があるのかを示すことは難しい．本書は洞窟性魚類を用
いて，そのような問いに取り組んでいる．主役は観賞魚として
も流通しているカラシン科魚類，メキシカンケーブフィッシュ
（Astyanax mexicanus）である．本種の研究上の重要な利点は，複
数の洞窟で独立に洞窟特有の形質が進化したこと，祖先的な形
質を持つ地表集団が隣接して生息し，最近でも地表と洞窟集団
の間に遺伝子流動があること，さらに実験室での飼育や交雑実
験が可能であることである．このような特徴から，本種は形質
進化の機構と過程をゲノムレベルから明らかにし，洞窟環境へ
の適応進化を検証するのに適しているといえる．
本書は 4部から構成されており，各部は異なった観点から行っ

た研究成果をまとめた章からなる．ケーブフィッシュを研究す
る意義について述べる導入に続いて始まる第 1部「生態と進化」
は，生息環境や生態，系統についてあつかう．まず第 1章では，
進化の舞台となったメキシコ北東部の石灰岩地帯，シエラ・デ・
エル・アブラの地形や洞窟が紹介される．地表の枯れ川が雨期
に増水して洞窟に流入することによって地表から洞窟内への移

住が可能になったり，流入によって洞窟内の水位が数十 m上昇
することで別の階層にある洞内プール間の移動が可能になった
りすることがあるというように，安定しているように思える洞
窟内にもダイナミックな攪乱があるというのは驚きであった．
第 2章は，洞窟内や地表の河川の水文や，それらの成立史につ
いて論じる．第 3章は，ケーブフィッシュを含む多様な洞窟の
生物とそれらの生息環境や生態について紹介する．コウモリの
糞が洞窟のケーブフィッシュの主な餌であるというが，そのす
ぐれた非視覚的感覚（第 13章参照）が捕食に役立つであろう，
生きた動物をどのように利用しているのかは，まだあまり分かっ
ていないようでもどかしい．第 4章は，ケーブフィッシュを含
む Astyanax属の系統分類や，地上・洞窟内のケーブフィッシュ
局所集団間での遺伝的類縁関係について論じる．
第 2部「遺伝的多様性と量的遺伝学」は，ケーブフィッシュ

の形質進化に関する遺伝学的研究を取り上げる．まず第 5章で
は，洞窟のケーブフィッシュの眼が小さく，メラニンを産生・
含有する黒色素胞数が少ないのはなぜなのかを量的遺伝子座
（QTL）解析から探る．ここで，眼の縮小は直接的な自然選択を
受けた結果と考えられるのに対し，黒色素胞数の減少には直接
的な選択の痕跡が認められないことが示される．どちらも洞窟
の生物に典型的な形質変異だが，その進化の道筋が対照的であ
ることは遺伝的な背景を調べてはじめてわかることであろう（分
子メカニズムを調べれば，さらに分かることもある．第 8・9章
参照）．第 6章は，これまでに行われた QTL解析を詳細に解説
するとともに，今後の展望について述べている．第 7章では，
眼の退化をはじめとした「洞窟的」形質の進化を可能にした遺
伝的変異の由来について，侵入した洞窟で新たに生じた突然変
異より地表にいる祖先集団がもともと持っていた遺伝的変異の
ほうが重要であったようだ，ということについて論じている．ケー
ブフィッシュのいる洞窟は 29あるというので，さまざまな形質
を「洞窟化」させた遺伝子の進化史をそれぞれの洞窟で復元し
て洞窟間で比較すれば，ケーブフィッシュが本当に洞窟環境に
適応したのか答えることにつながるだろう．また不幸にも洞窟
に紛れ込んでしまった地表のケーブフィッシュが洞窟集団と交
雑することがあるなら，洞窟集団の形質進化はどのような影響
を受けるのかも興味深いところだ．
第 3部「形態と発生」は，発生や分子メカニズムの面から「洞

窟的」な形質の進化について論じる．はじめの第 8章では，洞
窟のケーブフィッシュがどのように色素を失ったのか，分子・
遺伝メカニズムを探る．第 5章でも取り上げられたように，黒
色素胞数の減少は選択の結果ではなさそうであるのに対し，黒
色素胞でのメラニン産生の抑制には選択が関与していることが
示唆されるという．第 9章では，眼の退化の分子メカニズムに
ついて解説するとともに，進化的なメカニズムについて議論する．
そのなかで，眼サイズは直接選択を受けたのではなく，別の形
質を支配する遺伝子が選択を受け，その遺伝子の発現の変化が
眼サイズを含む複数の形質の発現に影響を与えるという多面発
現を経た間接的な選択を受けたという可能性や（第 5・13章参
照），エネルギーを浪費する眼の大きさには負の選択圧がかかる
という可能性などについて論じる．第 10章では，頭部骨格系の
発生について論じ，第 11章は採餌に重要な器官である顎や歯，
味蕾などの発生とともに，これらの形質の進化が遺伝子制御ネッ
トワークを通して互いにどのように関わっているのかについて
論じる．第 12章は神経系とその発生について解説する．
第 4部「行動」では，採餌をはじめとした行動関連形質と，

その分子・遺伝的背景をあつかう．第 13章は，暗闇での採餌に



49図書紹介・New Publications

有利な，震動源に誘引される行動や，側線系をはじめとした感
覚系について論じる．洞窟魚では震動源への誘引行動や頭部側
線系の発達が見られるが，それらや眼の縮小が同一の遺伝子の
多面発現によって進化した可能性があること，さらには特定の
遺伝子の発現量が増加することで嗅覚神経や味蕾の発達，眼の
縮小が同時に引き起こされた可能性もあることが指摘されており，
急速な進化を並行的に起こした機構として興味深い．第 14章は，
極めて餌の乏しい洞窟で生存するのに重要な，採餌行動や代謝
の活性を制御する内分泌に関して説明する．第 15章は，睡眠に
ついての解説である．なんと洞窟のケーブフィッシュは眠らな
いのだ．採餌時間の延長，概日時計の喪失，概日時計と睡眠を
制御する神経系の分離などを睡眠の喪失の考えられる要因とし
て挙げながら，睡眠が重要な役割を果たしていることを考えると，
その喪失には積極的な意義があるはずだと論じる．第 16章は，
遺伝子発現や行動活性から見た概日時計と概日リズムについて
詳しく議論する．第 17章では，洞窟の集団がヒエラルキーや攻
撃行動などの社会的相互作用を失っていることについて解説され，
第 18章は，ケーブフィッシュが視覚なしでどのように空間把握

するのかについて論じる．
そして最後の第 5部「今後の展望」の 19章では，遺伝子導入

を活用して今後の研究をどのように発展させるかについて展望
が述べられている．
このように本書は，洞窟という極限環境に生息する生物の特

異な形態・行動・生理等が，地表に生息していた祖先集団から
どのように進化をとげてきたのか，そしてそれがどのような適
応的意義を持つのかを最新の研究成果を盛り込みながらあざや
かに描きだしており，魚類はもちろんのこと，生物の適応進化
に興味を持つ方に広くおすすめできる．本書に出てくる研究に
は近年発達してきた実験手法が多く用いられているが，「洞窟の
生き物はなぜ白くて眼がないの？」　こんなに単純でありながら
奥深い質問に答える上で，それらの手法がいかに役立つかを実
際に示してくれる点でも興味深い一冊である．

（柿岡　諒　Ryo Kakioka：〒 603–8047　京都市北区上賀茂本山
457–4　総合地球環境学研究所　email: kakiokar@gmail.com）
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日 本 産 魚 類 全 種 の 学 名　 語 源 と 解 説．—中坊徹次・平嶋義宏
（著）．2015．東海大学出版部，秦野．xv + 372 pp. ISBN 978-4-

486-02064-6. 5,800円（税別）．魚類学会の会員であれば一度は
手にしたことがあるであろう「日本産魚類検索　全種の同定（東
海大学出版部）」の編者である中坊徹次氏と，「生物学名辞典
（東京大学出版会）」など学名に関する多くの著書のある平嶋
義宏氏がタッグを組んだ本．本書は，大きく分けて学名に関
する「基礎知識」と日本産魚類全種の「語源と解説」のパー
トからなっている．「基礎知識」のパートは，命名規約に関す
る基礎的な解説，学名の語源や造語法などがコンパクトにま
とめられている．「基礎」とはいえ，1927年の「万国動物命名
規約」のことや「ギリシア語からラテン語への書き換え規則表」
なども掲載されており，分類学を専門にしている読者にも目
新しいことが多いだろう．また，魚類の学名には古典語の魚
の名前を用いたものが多数存在することなど，その特徴につ
いても紹介されている．「語源と解説」のパートは，日本産魚
類の全種の学名について，膨大な情報に基づき丁寧に解説さ
れている．属名と種小名，ひとつひとつの語源と意味につい
て書かれているだけでなく，人名にちなむ学名では，その人
物の魚類学に対する功績やその種との関わりが紹介されており，
歴史的な背景にもふれることができる．また，学名としては
適格でも，ラテン語の意味から考えると適切な表現ではない
学名についてもコメントされており，このような注意書きは，
これから新種記載する必要のある読者にとっては大変参考に
なるだろう．

　　日本には 4,000種あまりの魚類が分布するが，これらの学
名の情報をまとめるには，全ての原記載をくまなく調べる必

要がある．本書は，その膨大な情報がコンパクトにまとまっ
ている大変内容の濃い解説書である．単にある特定の種の学
名の由来を調べるということだけでなく，4,000種あまりの学
名の裏側にある魚と人の奥深い歴史を紐解く「きっかけ」となっ
てくれるだろう．そういった観点で見ると，本書は分類学を
専門にする人だけでなく，魚類に関わる全ての人が興味を持
てる内容となっている．

（甲斐嘉晃　Yoshiaki Kai：〒 625–0086　京都府舞鶴市長浜　京都
大学フィールド科学教育研究センター　舞鶴水産実験所　
e-mail: mebaru@kais.kyoto-u.ac.jp）
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湿地帯中毒－身近な魚の自然史研究．—中島　淳．2015．東海
大学出版部，秦野．258 pp. ISBN 978-4-486-01999-2．2,000円
（税別）．2015年度日本魚類学会奨励賞受賞者である著者によ
る，湿地帯とそこに棲む生物たちへの愛にあふれた研究自叙
伝である．ユーモアを基調に，時にシリアスに，またマニアッ
クに，湿地帯生物とその自然史研究の魅力がキラキラした目
でいきいきと描かれる．とくに研究を志す学生，大学院生，
今まさに生き残りをかけて必死な若手研究者から，淡水生物
の自然史や研究現場のリアルに興味をもつ一般の方々にまで
幅広くお勧めしたい．本書は 4章からなるが，最初の 2つの
章（研究のはじまり，カマツカの自然史）はとくに素晴らしい．
子どもの頃から好きだったという「普通種」カマツカを研究
対象に選び，試行錯誤を繰り返し，痛快といえるほど失敗の




