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インタビュー

先達に聞く

話し手：上野輝彌（国立科学博物館名誉研究員） 
聞き手：林　公義，松浦啓一
 2009年 10月 15日取材 

はじめに
上野輝彌先生は 1930年に大分県速見郡日出町でお生

まれになりました．先生は魚類の系統や進化に関する研
究者として世界的に有名です．日本においては魚類の染
色体や化石に関する研究を先導するとともに，東海大学
において多くの学生の指導をされました．また，日本魚
類学会の編集委員長（1978–1983年）を担当され，会長
を 2期（1984–1985年と 1988–1989年）務められました．
さらに，1985年に開催された第 2回インド・太平洋魚類
国際会議を開催した際には組織委員長として活躍されま
した．現在，日本魚類学会名誉会員であり，アメリカ魚
類両生爬虫類学会（ASIH: American Society of Ichthyologists 
and Herpetologists）の外国名誉会員です．
なお，インタビューは数時間に及びましたが，紙面の

都合上，すべてをご紹介できません．会員の皆様に興味
がありそうな部分をインタビュアー（林・松浦）の責任
で割愛して編集したことをお断りしておきます．

生立ち
林：今日は「先達に聞く」のインタビュアーとして上

野輝彌先生をお尋ねしていますが，確か「先達」の第 1
回目に登場いただいた石山禮蔵先生の時は，上野先生が
インタビュアーをされたと記憶していますが．

上野：そうですね，東京大総合研究博物館の坂本一男
さんと一緒にね．もうインタビューを受ける側の立場に
なってしまったようで．今まで 80歳になるまではとお
断りしてましたからね．
松浦：では，先生の生い立ちを簡単に伺いたいと思い

ます． 
上野：本籍は熊本市で，生まれたところは祖父が隠居

していた大分県速見郡日出町という別府湾に面した “ シ
ロシタガレイ ” で有名なところで，庭先を降りるともう
海でした．すぐ東京に移って牛込（現新宿区）の愛日尋
常小学校（現新宿区立小学校）に 3年までいて，また大
分の日出尋常小学校にもどりました．当時の友達はみん
な漁師の子供たちなので，学校が終わると海で魚を採っ

ていました．家の縁側に祖父が水槽を並べてくれるので，
採ってきた生物を水槽に入れて眺めたり，北隆館の大図
鑑で調べたりして，小学校の 5年生まで日出町で過ごし
ました．魚を好きになったきっかけはこのような体験か
らですかね．それから鎌倉の由比ヶ浜（神奈川県）に引っ
越して，鎌倉の第一尋常小学校に移りました．ちょうど
大東亜戦争（第 2次世界大戦）が始まった時で運動場で
の朝礼では，東京空襲に向かうアメリカの B29が飛ん
で行くのを見たりもしました．それから逗子開成中学校
には 1学期しかいなくて，今度は兵庫県の加古川市に
引っ越しまして，県立小野中学校に播但線で毎日通い，
また中学校 3年になる時に熊本に帰り，今度は九州学院
に通いました．入ったらすぐに爆撃で家がやられ周辺は
焼け野原になりました．8月 15日の終戦をむかえると
教育制度が変わって，中学校 4年生になる時には新制の
高等学校 1年生になったわけです．当時は高校（九州学
院）の 1，2，3年生と新制の熊本大学（旧制第 5高等学
校）の 1–4年生なども上級生がいないので，この 7年間
は上級生のいない学校生活でしたね．
松浦：上野先生が学校を転々とされたのは，ご家庭の

事情ですか． 
上野：そうです．父親は熊本出身で，熊本中学から早

稲田大学に入り，早稲田を出てから朝日新聞社に勤めて
いたんです．母親は大分の出身で，後に大分で一緒に隠
居生活をしていた母方の祖父は熊本で眼科医を開業して
いました．それまでは漢方療法だったものを東京で学ん

写真 1.　「魚の会」の講演会場で挨拶をする上野輝彌博士
（撮影：林，2001年 12月）．
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だ西洋医学を初めてとり入れ，今では開業して百何十周
年ということになるんですね．私の父親は母と結婚して
からも朝日新聞社にいたものですから，あちこち移動も
多かったわけです．当時は早稲田大学を卒業して朝日新
聞社の記者になるというのが流行だったようで，やはり
熊本県出身の細川隆元氏（政治評論家・衆議院議員）ら
と一緒だったんですね．ところが戦争になってからは言
論の弾圧などがあって，徳田球一や片山　哲という人た
ちとも友達だったようで，結局，朝日新聞社を辞めて満
州に行ったんです．新聞記者の勘というか，戦争が始まっ
て日本の敗戦色が濃くなることがわかっていたので，我々
家族を満州には連れて行かず，鎌倉や別府に置いたりし
て自分だけが行っていたわけです．鎌倉では由比ヶ浜の
借家住いでしたが，毎朝，江ノ島まで行って地曳き網を
手伝い，帰ってからもらったイセエビを食べたりしてま
したね．
松浦：ご兄弟で生物学系に進まれたのは上野先生だけ

ですか？
上野：兄弟は 4人で，弟と妹が 2人です．母親の家系

は親戚も兄弟もみんな医者なんですよね．だから将来は
医者になって欲しいと思っていたようです．しかし人の
命を預かっていても失敗した話や，眼科の手術が失敗し
て失明した話などを聞かされると，気が小さい私は医者
だけは嫌だって思っていたんです．ただ動物学はやりた
いなと思っていましたね．高校の生物学の先生から「動
物学をやりたいなら将来白墨をもつ決心をしないと駄目
です」と言われ，当時は白墨を持つというのは教師にな
るということなので，教員の仕事ならいいんじゃないか
と自分で決めていたわけです．

高校・大学・大学院時代
林：生物学を志されたのは高校や大学時代からなので

しょうか？
上野：私の高校（九州学院）には若い先生たちが兵役

にとられて，まだ復員して帰ってなかったんですね．当
時九州学院の院長の友達で，高橋仁助という非常勤の先
生が生物学を教えにみえてたんです．この高橋先生の授
業で生物学が面白い学問であることが分かりましてね．
それまでは体操の先生が生物学を教えていたこともあっ
たくらいで．高橋先生は自分の携帯用の顕微鏡を持って
きて，我々にクルマエビやイカの解剖とかを放課後教え
てくれたんです．顕微鏡は学校にもあったんですが，泥
棒がいっぱいいた時代ですから，みんな金庫の中にしま
われていました．先生は自分の顕微鏡を持ってきていま
した．よく停電があるので外が明るい時間だけ見せても
らったりして，私は面白くてしょうがありませんでした．
高橋先生は，動物学者である石川千代松博士のお弟子で，
内村鑑三とか新渡戸稲造がいた札幌農学校（現北海道大
学の前身）の最後の卒業生でした．岩手県出身の方で，
東北大学を卒業してから東京大学農学部におられた石川
先生の助手を 10年ほど務められたようです．隣村は東

条英機さんの出身地だとか言ってましたね．戦後まで
ずっと高校の教師をされていたんですが，自分の研究能
力はもう落ちてきているが教育能力だけならまだ残って
いるかもしれないといって，熊本大学教育学部の教授に
なられたわけです．
私は高橋先生を慕って大学の教育学部に進み，最初か

ら先生の研究の手伝いをしながら 4年間魚の研究をして
過ごしました．大学を卒業してから高橋先生の勧めも
あって九州学院で教鞭をとりましたが，その間どうして
も魚の勉強をしたいという私の我儘を受入れてくださり，
午前中は教員，午後は大学で研究という 3年間を過ごし
ました．先生は土曜も日曜も出てきて研究する方でした
ので，私も同じようにしていました．そこで私がアメリ
カに留学する時には，先方の先生に「上野君は月月火水
木金金で勉強しました」という内容の推薦状まで書いて
くれましたね．先生は 12月 31日の午後だけは家に早く
帰ったんですが，正月にはもう出勤されているんです．
学生達が先生の家に新年の挨拶に伺うと，奥さまが「家
の主人はもう大学に出かけました」ということで大学に
行くと，もう白い実験着を着て一生懸命に仕事をされて
いるという方でしたね． 
松浦：アメリカ留学のきっかけになった話を少しお聞

かせください．
上野：3年間の教員生活の後，1956（昭和 31）年にア

メリカのミシガン大学に留学する機会を与えられました．
高橋先生は，アメリカに留学して魚類の研究をするなら
ミシガン大学にカール・ハブス（C. L. Hubbs）教授がい
るのでそこが良いだろうと言われ，推薦状をもってミシ
ガン大学に向かったわけです．しかしその時は既にハブ
ス教授はカルフォルニア大学に移った後でしたが，ハブ
スの弟子たちのベイリー（R. M. Bailey）さんとかミラー
（R. R. Miller）さんがいてとても研究環境はよかったで
すね．
その当時の私の渡米は，高速船体とよばれた三井船舶

の貨客船に 5人の 1等船客と一緒の渡航でした．船長・
機関長や船医さんなどと一緒の食事も楽しかったですね．
横浜を出港してから小樽と釧路に寄港して荷物を積み，
それから太平洋を渡ってバンクーバー，サンフランシス
コで荷下ろしをしたあとロサンゼルスまでの船旅でした．
ロサンゼルスからは，アメリカを横断するサンタ・フェ
鉄道を使ってシカゴに向かったわけですが，まあ英語も
ろくろく喋れなかったんですよ．しかし向こうの汽車と
いうのは日本と違って時間通りに来なくてね．それに砂
漠地帯の停車駅にはプラットホームも何もないでしょ．
駅につくとみんな飛び降りて食べ物買ってまた飛び乗る．
発車ベルも鳴らなければ何の合図もないわけですよ．し
かも時刻表に書いてない鉄路を走っていたり，コロラド
川を渡り砂漠を突っ切ってやっとシカゴに着くわけです．
今度はセントラル・パシフィック鉄道を走る汽車で東に
向かいハノーバーで降りてから，教会の牧師さんが迎え
に来てくれてやっとミシガンに落ち着いたんです． 
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松浦：それはフルブライト奨学金（国際交換プログラ
ム奨学金制度）での留学ですか？

上野：いや，そうではありません．九州学院はルター
派の教会が建てた，厳密な意味ではない所謂ミッション・
スクールでしたので，戦後すぐに宣教師なんかが来てい
たわけです．それでアメリカ側が出す奨学金を使った留
学制度があったんです．毎年 1–2人の九州学院の学生を
2年間位の期間で留学させてくれました．私もその機会
を得て，ミシガン大学に行くことになったんです．
私は魚の勉強でミシガン大学に行くなら Department of 

Zoologyの大学院しかないと決めていました．あの頃は
今と違って，いい加減というかルーズというか，大学院
への入学試験もありませんでした．ミシガン大学に行く
ならと言って，高橋先生はハブス博士のところに昔留学
されていた黒沼（勝造）先生を淡水区水産試験場（現養
殖研究所）まで訪ねるよう紹介状を書いてくださいまし
た．そして黒沼先生も大変喜ばれて，ミシガン大学の色々
な人にご自分の名刺を使って紹介してくれたんです．そ
れらの紹介状のお陰で皆さんから歓迎され，Department 
of Zoologyの修士課程に入ったわけです．ところで何の
研究をやりたいのかと言われ，日本ではドジョウの血液
や骨格を研究していたものですから，特には考えていな
いと言ったんです．そしたら現在の北米大陸，特にロッ
キー山脈西側のコロラド川やリオグランデ川，スネーク
川などにいるコイ科やサッカー科の殆どの淡水魚は，ベー
リングランド・ブリッジを通ってその祖先魚がアジアか
らきたということなので，それを研究してみたらどうか
といわれました．当時はそんな砂漠の魚を研究する人も
いなかったし，5000万年前のエオシン（Eocene）時代で
も 5，6種類が知られているだけでしたから．今は 300
種類位かな，沢山分かってきたんですね．それで砂漠の
魚をやるということになりました．

調査・研究
林：では，留学中の調査や研究にまつわる話をお聞か

せください．
上野： 5月の終わり頃はもう夏休みなので，ミラー先

生と一緒に四輪駆動のトラックに網や荷物を積んで，ア
リゾナ，ネヴァダやコロラド方面の砂漠の魚を採集にで
かけました．当時ミラー先生はロッキー山脈西側の魚を
研究していたんです．アリゾナのリトルコロラド川とい
うところは，夏には水が減り採集し易いし，同時に化石
も出てくる．また現在のグレートソルトレイク砂漠には
ソルトレイク湖やいくつかの湖がありますね．昔はこれ
ら湖と砂漠が一体となった今の五大湖よりもっと大きい
湖がそこにあったわけです．砂漠化したその名残りが今
のソルトレイクで，水の引いた周辺には魚の化石が散ら
ばっているわけです．自分の専門分野でなくても地質学
者のために化石を集めてきて，標本を博物館や研究者に
寄付したりするんです．その行為はアメリカという国に
たいして私が感心した事の一つでしたね．こうした魚の

化石はどこで産出したのかは分かっていても，骨だけな
ので種類が全く判っていないんですよ．ですからコロラ
ド川の中に入って現生の魚をサデ網で捕まえて骨格を調
べ，化石と比較するという研究が必要になるわけです．
アリゾナでもコロラドでも，夜遅くまで集めた魚の体長
を測って，雌雄を調べたり．あとは骨をとるために網の
上に魚を積んで乾かして持帰り，カツオブシムシに食わ
せると綺麗な骨格標本ができるんです．夜遅くまでミ
ラー先生は懐中電灯で丁寧にデータ整理をしていました
ね．魚の雌雄を調べた後の内臓を川に捨てるんですが，
それを食べにウオータースネークがたくさん集まってき
て，ボチャボチャと音をたてるのにはゾッとしました．
魚を採集している時もよく近寄ってきてね．アリゾナの
砂漠では，オアシスの周辺で寝袋に入ろうとしたらガラ
ガラヘビがたくさん周りで音をたてるんです．皆に声を
かけたらそんな非常用に使う散弾銃で 3匹も撃ち殺して
ましたね．そのヘビの標本がここ（国立科学博物館）に
あると思いますよ．夜寝るときはサソリに注意しなけれ
ばならないので皮製の長靴を履いたり，コヨーテの遠吠
えを聞いたり，満天の星空を眺めながら日本の事を考え
ていましたね．最初の 5年間の留学中は毎年 2か月ほど
こういうフィールドワークをしてましたね．
私はロッキー山脈西側の淡水魚の研究で学位論文を書

いたんですが，内容は現生の魚との比較骨学みたいなも
のです．当時はあまり種や属のレベルで魚の骨を比較し
た研究や論文がなかったものですから．そして論文の後
半に少し化石種の骨についても記載していたことがハブ
ス博士の眼にとまり，是非，北アメリカの新生代の魚の
骨を研究して帰らないかと言われたんです．しかし私は
もう帰国して九州学院で教員になるつもりでした．九州
学院の 2年の奨学金とミシガン大学院の 3年の奨学金が
もらえたので，とにかく 5年間の留学を運よく終えるこ
とができたわけです．さらにハブス博士が，アメリカ自
然史博物館（American Museum of Natural History）にも沢
山の魚類化石があるので，リサーチアソシエイトという
恵まれた非常勤講師の待遇で 2年間ほど研究しないかと
言われましてね．丁度その時に岡田彌一郎先生がミシガ
ン大学に来ていて，いま日本に帰っても何も勉強や研究
なんかできないのでハブス博士の推薦を受入れた方がよ
いということで，もう 2年半程アメリカに滞在すること
を決めたわけです．その間にハーバード，イェール，プ
リンストンの各大学やニューヨークの自然史博物館にあ
る新生代の魚類化石標本を調べ，一応まとめてから 7年
半ぶりに帰国したわけです．
松浦：日本に帰国されてからは？
上野：丁度帰ってきた時，鷺宮（東京都中野区）にあ

るルーテル神学校という専門学校が大学になるという話
があり，自然科学の教授が一人必要だということで，
1964（昭和 39）年から一般教養の教員になりました．
九州学院と同じルター派の神学大学ですから，そこで神
学生たちに進化論を教えようと思いましてね．宣教師の
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中には進化論なんかとんでもないという割合頭の硬い人
たちもいるんだけど，牧師さんが反対してはいけません
よということで，そこで 5，6年位教えたかな．そした
らまたミシガン大学の客員研究員として来ないかという
話がでましてね．私は 1962年に当時言語学の大学院生
だった家内とアメリカで結婚し，私と同時に帰国したん
です．ミシガン大学は日本語学が非常に有名で，日本語
教育センターや日本語センターとかいう施設もあって，
そこの先生が家内にもミシガン大学にぜひ戻って学位論
文を書きなさいと言ってきたんです．その事をミラー先
生に話したら二人で一緒に来いというので，そこでまた
2年間過ごすことになる訳です．
松浦：それが 2回目の渡米ですね？
上野：1970（昭和 45）年 2月にミシガン大学に戻ると，

私の後にシカゴ大学で学位をとった男性が化石の研究を
続けていたんですね．そこで軟体動物の研究をしている
先生の助手で，現生の貝の染色体を「押し潰し法」で研
究している女性から技法を教わって，試しに現生の魚の
染色体の研究に着手しようとしたんです．ちょうどミラー
先生がメキシコのグーデア（Goodea: Goodeidae）を博物
館の屋上で飼っていたので，その魚を練習台に最初やっ
た時に 24本の染色体がきれいに広がってうまく出たん
ですね．これまでの精巣をミクロトームで切って染色観
察する方法では，染色体の腕数や形が十分に解らなかっ
たものが，「押し潰し法」で余りにも綺麗に出たことを
今でも覚えていますよ．私は進化に興味をもっていたの
で，進化というのは分類や解剖とか生態など色々な角度
から研究しなきゃいけないと思っていたので，やはり遺
伝子に近い方もやってみたかったわけです．
しかし「押し潰し法」で一番最初に締麗なのが出て以

来，全く上手くいかないんですが諦められないわけです
ね．それで何ヶ月もかけてやっとテクニックが分かり始
めたので，デトロイトの熱帯魚屋でオステオグロッサム
目のパントドン（Pantodon: Pantodontidae）なんかを買っ
て染色体を調べ始めたんです．あの頃はあまり魚の染色
体をやっている人がいなかったですね．丁度その時に東
海大学海洋学部生で私が卒業論文の指導をした三宅（勉）
君がミシガン大学で修士課程の院生だったので，彼にも
アルバイトで手伝ってもらいました． ミラー先生がメ
キシコでグーデアを採集し，デトロイトの飛行場に送っ
てくるのでそれを受取って，朝 6時頃から誰もいない研
究所で仕事をはじめるんです．そんな時にゴスラインさ
ん（W. A. Gosline）が「You are over doing it !」と言って
よく部屋に入ってきましたよ．彼は，その頃ハワイ大学
を辞めてミシガン大学で研究していたんです．このあっ
という間の 2年間も皆さんと一緒に色々採集に行ったり
しました．帰国してからルーテル神学大学に戻り，大学
はアメリカ方式なので 5，6年経つと 1年間の研究休暇
をくれるわけです．それで 1976年にまたミシガン大学
に 3回目の渡航をしましてね． 
林：3回目のミシガン大学での研究目的はやはり「染

色体」ですか？
上野：そうです．今度はメキシコのシエラ・マドレ（西

マドレ）山脈の水系にいるサケ科の子孫，ニジマス，ス
チールヘッド，カットスロート・トラウトなどの染色体
を調べるということで．西マドレの方は世界でも何番目
という大きな滝があって，昔寒い時代に上っていった祖
先の一部が生き残っているわけです．東マドレ山脈の水
系は熱帯に近いので，サケ科はいないんです．車でトン
ネルも橋もない狭い道を上っていくので，自動車が行き
あう時なんか本当に冷や冷やしましたね．染色体を調べ
てみると，川ごとに違った染色体をもったニジマスやカッ
トスロート・トラウトが子孫として残っていることが判
りましてね．ASIHの学会などにも出席したり発表もし
ました．やはり学会で発表するということが，何という
か学生の職探しの場でもあるわけで，大学の先生達もポ
スドクの学生を選びに来るわけです．定年間近の教授が
私のところに来て，アラバマの自分の大学に来ないかと
言われたんですが，私はアメリカの食事が好きじゃなかっ
たし，刺身や寿司が一生食べられないのは嫌だなと思っ
て，断ったのを覚えてます（笑）．合計すると 10年くら
いアメリカにいたことになりますね．

東海大学時代
林：帰国後は東海大学で仕事をされていますね．卒業

生には魚類研究者になられた方もいらっしゃいますね．
上野：ミシガンからの帰りにワイオミングに立ち寄っ

て化石を採集したり，観光見物したりしてから帰国して，
またルーテル神学大学でしばらく教えていたんですね．
たまたま大久保（新宿区）にあるルーテル教会の牧師さ
んで，当時東海大学の松前重義総長の義兄だった方がお
られたんです．松前さんは内村鑑三の弟子でルーテル教
会の会員でもあった訳で，その義兄の方からの紹介でミ
シガン大学での経験を活かして東海大学海洋学部で教え
てほしいと言われたんです．もうその頃はルーテル神学
大学の一般教養も，沢山の先生たちが来ておられたんで
落ち着いていましたから，東海大学へ行くことにしたん
です．文部省の規則で自然科学の教授が一人要るという
わけで，初めは平塚校舎で海洋生物学と海洋生物学実習
を教えましてね，その頃は中井甚二郎先生もおられまし
た．しばらくして清水校舎で魚類学を教えましたが，そ
の時の学生に藤井英一・佐々木邦夫・三宅　勉・須田有
輔・薮本美孝君らがいて魚類研究者に育ちましたね． 
運が良かったのか，一般教養の広い教室 3つも使わせ

てもらって，学生達は「駿河湾海洋生物研究会」という
クラブをつくりました．学部の隣に「水産庁遠洋水産研
究所」というのがあって，そこの調査船「深海丸」で採
集してきた山積みの深海魚をホルマリン漬けにするわけ
です．また冬には三保海岸に打ちあがる深海魚を，カラ
スに食われる前の朝 5時頃から集めるんです．学生は下
宿していたので，私も前夜は泊まって，一緒に深海魚を
調べたり講義したりしましたね．当時は非常勤講師の下
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で学生が卒論を書けないという状況でしたが，やっと 3
年までにすべて単位を修めた学生は学外で論文を書いて
も良いことになって，神学校の寄宿舎を使って卒論書い
た学生もいたんですね．私は学生に自分のやりたいこと
を卒論でやらせていたんです．ところが普段あまり他人
の事を言わない東京水産大学の安田冨士郎先生が「上野
先生は無責任で，学生に就職の勉強をさせないで卒論ば
かり一生懸命やらせている」と言われたのを耳にしたん
です．確かに当時はあんまり真面目に卒論なんか書かな
いで，就職のための国家公務員や地方公務員試験のため
の勉強をしなさいと言われて，あまりきちっとした卒論
を書かずに卒業した学生が多かったんですよ．だけど私
は学生に「好きなことを一生懸命やって，ライフワーク
になるようなことを 1つ持ちなさい」という，私自身が
ミシガン大学で体験してきたようなことを卒論学生にも
体験させたかったんです．解剖顕微鏡が必要なら自分の
昼ご飯抜いてでも顕微鏡を買いなさいといった具合で．
だから非常に立派な卒論がいくつもでき上がりましたね．
卒論を書いている内に新種や日本初記録種の発見があり，
それを魚類学雑誌に発表したりもしました．オオセビレ
ハダカ，イサリビハダカ，ダルマハダカなんかがそうで，
みんな自分で和名をつけていましたよ．みんな自由な雰
囲気の中で卒論をつくっていたんですよ．
丁度，北九州市自然史・歴史博物館の太田正光館長が

魚類化石の標本を購入する機会があって，国立科学博物
館に行った時ですが，博物館の古生物学者の長谷川善和
さんが横浜国立大学に移るという話がでて，交代にどう
かと言われましてね．それから国立科学博物館に転職し
たものですから，東海大学のほうはその機に辞めたわけ
です．

シーラカンスの研究
林：先生にシーラカンス研究との関わりをお聞きした

いと思いますが． 
上野：私が米国ミシガン大学に留学していた時にシー

ラカンスの 3枚の鱗が魚類研究室に送られてきて見せて
もらいました．その時に初めてシーラカンスという名前
を知ったんですね．シーラカンスが初めて生きて発見さ
れたのが 1938年で，まだそんなに時間が経ってなかっ
たんですが，1956年にミシガン大学にいた時にもう鱗
だけは見れたんです．ところが帰国した時に京都大学の
松原（喜代松）先生からも鱗だけ見せてもらいましてね，
何でもイェール大学（Yale University）で買ったシーラカ
ンスの標本の資金集めのために，片側の鱗を抜いて色ん
なところに買ってもらっていたという話がありまして，
それがミシガンにも来ていたようなんです．シーラカン
スの全身に初めて接したのは，1966年にアメリカから
帰国したときですね．当時読売新聞社社主だった正力松
太郎さんが，長い間「日仏文化交流」に貢献されたとい
うことで，フランスのドゴール大統領がシーラカンスを
寄付してくれたんです．マダガスカルは当時仏領でした

からね．コモロ諸島で捕れたホルマリン漬けの標本でし
た．それが川崎にあったよみうりランド海水水族館 に
もってこられて，館長をされていた川本（信之）先生か
ら解剖調査の依頼があったんです．実際に解剖をしたら
大きい卵がいっぱい出てきて．各内臓も標本瓶にいれま
してね，それと腎臓が変なところに付いているんですよ．
阿部（宗明）先生が持って来られたミロー（J. Millot）
とアンソニー（J. Anthony）の本（Millot, J., J. Anthony and 
D. Robineau. 1978. Anatomie de Latimeria chalumunae. Vol. 3, 
Paris, France: Ed. Centre Nat. Rec. Sci. 198 pp．）で色々教え
てもらったり．日本に入ってきたシーラカンスの解剖的
観察というのはこの時が最初なんですね．この時の解剖
所見の一部は魚類学会年会で口頭発表をしました．その
後で京急油壷マリンパークの末廣（恭夫）館長が日本シー
ラカンス学術調査隊という組織を作られて，それで日本
には 5，6個体が持ちこまれたんです．最近ではタンザ
ニアから東京工業大学が全部で小さいのが 10個体，あ
と大きいのが 4個体入ったと思います．まあ貴重な体験
でしたね．

日本魚類学会と魚類学雑誌
松浦：魚類学雑誌の話がでたところで，日本魚類学会

の設立の時は日本におられたのでしょうか？ 
上野：ええ，そうですね．ミシガンから最初に帰って

きた 1966年に「太平洋学術会議」が日本で開かれて，
ちょうどその時にハブス博士も来られていて，これまで
ハブス博士にお世話になった岡田彌一郎さん，東京水産
大学の石山禮蔵さんや東京大学の江上信夫さんらと一緒
に会合をもったんですね．その時に「魚類学会」を創ろ
うという話になって，ハブス博士があちこち講演して貰っ
たお金を寄付してくれたんです．それで日本魚類学会の
設立の時は岡田　要，岡田彌一郎，檜山義男，末廣恭夫，
阿部宗明さん等多くの魚類学者が集まって，初代会長に
岡田彌一郎さんがなられたんです．あの頃の会議は暗黙
のうちの席順なんかもありましてね．それで「魚類学雑
誌」はずっと以前からあったんですが，「魚の会」や「魚
学振興会」が編集・発行という形になっていましたね．
松浦：最初に魚類学会が出来た時に魚類学雑誌が黄表

紙に変わりますよね．当時の編集はどなたが担当されて
いたんでしょうか？

上野：黒沼（勝三）先生ですね． 岩井（保）先生か
ら聞いた話ですが，京都大学の松原（喜代松）先生が魚
類学雑誌に投稿された時に，先生の原稿がいっぱい赤付
けて返されてきたので，もう二度と魚類学雑誌には出さ
ないなんて言われたとか（笑）． 
黒沼さんの後は阿部（宗明）さんが引き継いで，その

後を私と当時東京大学理学部で助手をしていた富永（義
昭）さんとで担当したんです．富永さんはお酒が強くて
一緒に飲もうと言われても，一滴も飲めない私とよく三
崎の臨海実験所で編集の仕事をしましたよ．ところが投
稿者の中には英文の原稿を直されたり，原稿量を割愛さ
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れたりすることに対して苦情をいう人もいましてね，編
集担当者は客観的に見てるわけですが．
あの頃は魚類学雑誌の編集時間もぎりぎりでね．印刷

屋から初刷りを 10冊位もらって，発刊年が年内に納まっ
ているという証拠をもらいにその初刷りを持って本郷郵
便局でスタンプ押してもらったりしてましたね．新種の
発表論文なんかは雑誌の発行年月が大事ですから．学会
を組織するということの中で一番重要なのは，魚類学雑
誌という印刷物を出すということでしたから．それでも
定期的に出せなくて，3冊分を一緒に出した合併号もあっ
たし．富永さんはとことん読みこんで，自分で納得しな
いと校了にしないというところがあって，特に新種記載
の投稿論文のシノニムリストなんかは徹底的に調べたり，
引用文献欄は誤りの宝庫だと言っていました．編集会議
や他の委員会などがある時も出張旅費なんかはなく，皆
が手弁当でやってました．組織が「日本魚類学会」になっ
てからも財政は苦しかったので，合併号を出したという
こともあったと思います．
林：日本の魚類学会と学会の学会誌に対しての海外で

の評価はどうでしたでしょうか？
上野：評価というのはあまり憶えていませんね．しか

しアジアでそういう学会を持っている国が他にはなかっ
たんです．中国，韓国，タイ，インドネシア，フィリピ
ンにもなかったですね．いわゆる「魚類学雑誌」と同じ
ような印刷物は，アメリカと英国，ロシアはまだその頃
なかったかな．ヨーロッパでもフランスはかなり後でし
たね．ですからアメリカと日本が最初ですね．それから
英国の雑誌はどちらかというと水産系の論文の方が最初
は多かったですね．日本では魚類学雑誌が出る前は，魚
の論文は主に「動物学雑誌」で見るだけでしたから．動
物学雑誌は戦前からありましたが，それでも動物学雑誌
の古いのを見るとやっぱり魚類の論文の数は圧倒的に少
ないですからね．
松浦：魚類学会ができた時に，魚の分類についてはこ

れまで動物学会や水産学会などで発表していたので少し
肩身が狭かったが，魚類学会というのができたので非常
に嬉しかった，という話を大学院生の時代に岡村（収）
先生や尼岡（邦夫）先生に聞いたことがありました．

上野：そういう雰囲気は大いにありましたね． 

IPFC について
松浦：2013年に日本で 9回目の「インド・太平洋魚

類国際会議」を開催しますが，第 1回目の時の経緯など
をお聞かせください．

上野：第 1回目は 1981年にオーストラリアのシドニー
で開催したわけですね．最初のインド・太平洋魚類国際
会議（以下 IPFCと略記）はオーストラリア博物館のパ
クストン（J. R. Paxton）とホーズィー（D. S. Hoese）の発
案で始めたんですが，その時は継続してやるという考え
はなかったんですね．ただ IPFCが終わって主立った参
加者が招集されたときに，これだったら定期的にやった

方が良いという意見がまとまって，オリンピックと同じ
間隔で開催したらどうかということになりました．次回
は日本でやって欲しいということで，私は編集委員長だっ
たので帰ってから役員会で相談してみました．そしたら
皆さんでやりましょうということで，第 2回の IPFCを東
京で開催したわけです．石山（禮蔵）先生が募金委員長
を買ってでられてね，二人で経団連に行き色々なお墨付
きをもらいました．鉄鋼連盟とか自動車連盟，銀行連盟
などの団体から 100万円ずつの寄付金を貰いましてね．
あとは税金のかからない小さい 5万円くらいの寄付を，
ここでは言い切れないくらい二人で回って貰ったんですよ．
予算が 3000万円位になっていたものでね．
林：経済的な事情から考えても，企業からの寄付金集

めは非常に厳しい時代ですね． 
上野：私もこの寄付集めは凄いなーと思いましたよ．

まあ皇太子殿下が名誉総裁になっていただいたというの
が強かったと思いますね．私がミシガン大学に長くいた
もんですから，その時に友達になったトヨタ自動車重役
だった犬飼（通之）さんが経団連の方々を紹介してくれ
て助かりました．彼もルーテル教会の会員なんですよ，
ちょうどその頃は水産関連の企業が落ち目になってきた
もので，石山先生はとても苦労されてましたね．東海大
学も協力してくれましたね．会場の国立科学博物館では
総裁である皇太子殿下も口頭発表されたし，懇親パー
ティーにも参加されて盛会でした．しかし，あれは後で
日本はやり過ぎだったかなと思って，あそこまでやると
他の国では開催できなくなると思いましたね．本来なら
会費プラスαくらいでやればいいんで．日本はちょっと
お祭り騒ぎが好きですから．
その次のニュージーランドはとても地味でしたね．最

初は南半球と北半球の国で交互に開こうというアイディ
アだったんですね．ですからシドニーの次はハワイとい
う話もあったんですが，あまり開催に熱心な人たちがい
ないとランドール（J. E. Randall）さんが言ってきまして
ね．そのあとはタイ，ニューカレドニア，南アフリカ，
台湾ですね．中国，韓国，インドネシアやフィリピンも
IPFCはまだですね．アジアの中の国であっても日本で
開かれるというと色々な意味で大いに期待されてしまう
んですね．魚類学や水産学に関係する人たちが英国やフ
ランスに較べると断然多いことだし．いわゆる本当の意
味での魚類学者というのは，今はアジアでは日本が一番
多いんじゃないですか．IPFCが終わった時に，誰かが「も
う今世紀中は二度とこれはやりたくない」なんて言って
いたのを覚えていますよ（笑）．

（林　公義　Masayoshi Hayashi：日本魚類学会史委員会委
員長：〒 239–0812　神奈川県横須賀市小原台 61–6　
e-mail: totohayashi@muj.biglobe.ne.jp ; 松 浦 啓 一　Keiichi 
Matsuura：〒 305–0005　茨城県つくば市天久保 4–1–1　国
立科学博物館　e-mail: matsuura@kahaku.go.jp）
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追悼

名越　誠先生のご逝去を悼む

我が国における魚類生態学の草創期を担い，その後も
継続的に多くの重要な業績を残された名越　誠先生が，
2017年 5月 27日に臓機能不全でご逝去された．同年 1
月に硬膜下血腫で入院され，約 4ヵ月の闘病生活を経た
のちのご逝去であった．
名越先生は 1936年（昭和 11年）7月 18日，岡山県新

見市で生まれ，幼少期には近隣の山や川で遊び，戦中・
戦後の食糧難時代には山の幸や川の幸を収穫して過ごさ
れたという．こうした体験は，先生の研究者としての探
究心や自然観を根源的に育成したことだろう．名越先生
は，投網や手掴み（！）など魚採りの名人であり，先生
が捕獲調査した後は魚がいなくなるとまでいわれた．こ
れは何度も野外調査に同道させていただいた者として強
烈な実感である．また，軽装に膝まくりで渓流に何の躊
躇なく入っていく野趣溢れる逞しさも，故郷で培われた
体験の現れであるかもしれない．
名越先生は 1955年に愛媛大学文理学部理学科に入学

し，伊藤猛夫教授の指導を受けた後，1960年に京都大
学大学院理学研究科に進学された．同大では動物学科生
理生態学講座の宮地傳三郎教授，同大大津臨湖実験所の
森　主一教授らに師事し，河川生態研究グループの一員
として当時助手であった川那部浩哉博士らを直接の先達
として，オイカワ，カワムツ等の淡水魚の生態研究を開
始した．さらに続いて，琵琶湖生物資源調査団（BST）
の一員として琵琶湖に深く関わることになり，イサザや
ゲンゴロウブナ，ビワマスなどの個体群生態学的研究に
加え，数多くの研究成果を生み出された．特に後年まで
続けられることになったイサザの長期研究とその標本の
収集・蓄積はこの時期に始められたものである．また，
野外研究に伴って，琵琶湖周辺をはじめとする各地域の
食材にも深く関心をもたれ，同じ食卓を囲む際にはよく
蘊蓄を楽しくいただいたものであった．
博士課程を単位取得退学後，1965年に三重県立大学

水産学部（現・三重大学生物資源学部）に赴任され，グッ
ピーを用いた密度効果とサイズ順位制に関する実験的研
究を進められた．この実験的研究とイサザの野外研究を
もとにした博士論文「魚類の成長におよぼす size 
hierarchyの影響についての研究」（英文）により，1968
年に京都大学より理学博士を授与された．その後，伊勢
湾のイカナゴや三重大学演習林でのアマゴの長期研究を
始められ，さらには，タンガニイカ湖のシクリッドの野
外研究グループにも主導的な立場で加わり，それらに関
する多くの業績を上げるとともに，幾人もの後進を育成
された．名越先生はまた，特に東海地方における希少淡
水魚の保全に関しても尽力され，関連する行政委員など

も務めながら，ネコギギ，ハリヨ，キリクチ（紀伊半島
のイワナ）などの保全の礎を築かれた．
研究室では，ご自身でイサザなどを計測する姿をよく

お見かけした．その計測作業は，決まった帰宅時間がく
るとピタッと止められ，哲学者カントのような正確さで
あった．それは集中と切り替えの徹底さにほかならず，
また現場主義と多量のデータに裏付けられた，「継続は力」
を重視する研究スタイルゆえであったと思われる．長い
会議や方向性の定まらない延々とした議論を嫌い，研究
や大学運営等に関してお話をうかがうときには，聡明で
潔い合理性を何度も感じたものであった．

1988年に奈良女子大学理学部へ転任されたが，研究
スタイルは変わることなく，キリクチなどのフィールド
に学生らとよく出かけられた．2000年 3月に退官され
た後は同大学名誉教授となられ，私立大学教授や環境コ
ンサルタント会社技術顧問を経て，2005年の退職後は
晴耕雨読の日々を過ごされていたとのことであった．と
きどき我々のキリクチ調査などにもご同行いただき，紀
伊山中の清冽な空気の中，研究その他に関してさまざま
なアドバイスをいただけたことは，本当に贅沢で得難い
経験であった．また，この頃から蜜蜂に興味を持たれ，
ご自宅の庭で養蜂を始められ，毎日巣箱近くで行動を観
察しながら，自然の恵みを享受されていたと聞く．
最後に，名越先生との多くの思い出のうちで，今も深

く脳裏に刻まれている情景に触れておきたい．2000年
の退官記念祝賀会を取り仕切った直後に，若くして逝っ
てしまった先生の高弟である中野　繁氏に関することで
ある．存命であれば，現在の魚類生態学を一身に背負っ
ているに違いない彼が不慮の事故死をしてから，初めて
先生にお会いした際，先生は少し俯き加減で涙を堪える
ように，しばらく話をされなかった．その姿に，ありえ
ない出来事を受け入れることができない，先生の深い心
痛を肌で感じたことを思い出す．学部初年度から先生の
研究室に出入りしていた中野氏が，世界的に影響力のあ
る生態学的研究をいっそう展開しようとする矢先の不幸

写真 1.　2005年 8月，奈良県野迫川村のキリクチのフィー
ルドにて．
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であり，その飛躍を何よりも楽しみにされていた先生の
お気持ちを察するには余りあるものがあった．
名越先生は，ことさらに情を表にあらわさない方であっ

たが，陰に日向に後進のことに気を配り，折々に力強く，
進路，研究，保全に関して効果的な指針を示してくださっ
た．控えめで恩着せがましさをまったく感じさせないば
かりに，われわれは，先生が亡くなられてから，改めて
その大きな足跡や影響に一段と強い思いを馳せるもので
ある．ご教示を受けるべきことがまだまだあったのに，
本当に残念である．心より感謝し，ご冥福をお祈り申し
上げる．

（森　誠一　Seiichi Mori：〒 503–8550　岐阜県大垣市北
方町 5–50　岐阜経済大学地域連携推進センター　e-mail: 
smori@gifu-keizai.ac.jp；渡辺勝敏　Katsutoshi Watanabe：
〒 606–8502 京都市左京区北白川追分町　京都大学大学
院理学研究科生物科学専攻　e-mail: watanak@terra.zool.
kyoto-u.ac.jp）

魚類学雑誌 64(2):232–233
2017年 11月 25日発行

トピックス

日本魚類学会優秀発表賞の新設と実施

平成 29年度に，学生会員（外国人学生も含む）を対
象とした優秀発表賞が日本魚類学会の学会賞の一つとし
て新設され，北海道大学函館キャンパスで開催された今
年度の年会において初めて実施された．本誌 63(2)の会
員通信（pp. 159–160）で紹介したように，前年度に幹事
会と 2016年度年会実行委員会の共同企画として試行的
に学生ポスター賞が実施されたが，この結果を踏まえ，
幹事会および評議員会（当時）で検討の結果，口頭発表
賞も加えた形で学会公認の表彰として実施する運びと
なった．今回は，初回記念ということで，その結果を本
誌で紹介するが，来年度以降の結果は学会ウェブサイト
に順次掲載されていく予定である．

審査員と審査方法　優秀発表賞規則（http://www.fish-
isj.jp/iin/award/doc/best-pre-award.pdf）に従い，今年度は，
筆者を委員長に，曽我部　篤氏（副委員長），甲斐嘉晃
氏（学会賞選考委員），高橋　洋氏（編集委員），今村　
央氏（年会実行委員長）の 5名で優秀発表賞選考委員会
を構成した．この選考委員会より委嘱された 30名を超
える審査委員（学会賞選考委員，編集委員，評議員など
の会員）が分野毎に審査を行い，その投票結果を集計し，
前もって委員会で定めた集計方針に従って受賞者を決定
した．
今年度の審査方法は，昨年度の試行と同様に，審査委

員の負担を考慮し，きわめて単純な方法を採用した．各
審査委員が 6題の口頭発表，または 15枚のポスター発
表を審査し，その中から最優秀 1題と次点 1題（口頭発
表），金・銀・銅（ポスター発表）を投票するというも
のである．さらに言うまでもないことであるが，審査委
員が連名（共同発表者）になっているポスターは，当該
審査委員の審査リストからは除外した．なお，審査委員
の方から「各発表のスコアシートを提出するような審査
を導入したほうがよい」との意見もあったが，審査方法
に関しては，毎年の年会の実施体制を踏まえた上で，さ
らに検討していく必要があるだろう．

応募数と審査区分　今年度は，口頭発表賞では 20題，
ポスター発表賞では 50題の発表が審査対象となり，昨
年度の試行ポスター賞の応募数（41題）よりも増加した．
「審査は 2分野に分けて行う」という規則に従い，2つ
のカテゴリー（カテゴリーA：生態，行動，保全，卵・
稚仔魚，生理・組織；カテゴリーB：分類，系統，形態，
分布・魚類相，分子遺伝・分子解析）で審査が行われた．
各発表者が講演申込時に登録する専門分野の第一希望
（または第二希望）を考慮し，各カテゴリーに割り当て
た結果，それぞれのカテゴリーに該当する審査対象は，
10題（口頭発表）と 25題（ポスター発表）となった．
結果として，すべての発表が 6名の審査委員によって審
査されるように調整された．

受賞者　各賞受賞者（口頭発表賞 3名，ポスター発表
賞 6名）は下記のとおり決定され，懇親会で受賞式が行
われた（写真 1）．また，受賞者には年会参加旅費の一
部が副賞として贈呈された．

口頭発表賞
最優秀賞（カテゴリーB）　小林大純氏（琉球大学）
「 琉球列島の地下洞穴に出現するカワアナゴ属魚類の
遺伝・形態学的特性」

優秀賞（カテゴリーA）　　林　希奈氏（琉球大学）
「 沖縄島西海域におけるクマノミ類の多様性に影響す
る要因」

優秀賞（カテゴリーA）　　原田明里氏（上智大学）
「 タツノオトシゴとイシヨウジの育児嚢の組織観察」

ポスター発表賞
最優秀賞（カテゴリーA）　佐藤　駿氏（大阪市立大学）
「 タンガニイカ湖固有種，鱗食いカワスズメ科魚類

Perissodus microlepisの両親性粘膜給餌
最優秀賞（カテゴリーB）　木村克也氏（北海道大学）
「 Hispidoberyx ambagiosusの形態学的新知見とその系統
的示唆」

優秀賞（カテゴリーA）　　原田佳奈氏（福井県立大学）
「 生活史戦略が異なるハリヨ集団間におけるテロメア
動態の変異」

優秀賞（カテゴリーA）　　大森尚也氏（東京海洋大学）
「 館山湾におけるウツボ Gymnothorax kidakoの配偶シ
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ステム」
優秀賞（カテゴリーB）　　三品達平氏（京都大学）
「 “ 稀な性 ” と倍数性を超えた遺伝子流動がもたらす 3
倍体フナの進化と多様性」

優秀賞（カテゴリーB）　　難波真梨子（京都大学）
「キス属魚類の分類における頭部側線系の有効性」

このような発表賞の新設が魚類学会の学生会員の増加
に繋がるとともに，若手魚類研究者の活発な研究活動の
一助となることを期待したい．最後に，今回審査に携わっ
ていただいた会員の方にこの場を借りて厚くお礼申し上
げる．

（小北智之　Tomoyuki Kokita：日本魚類学会優秀発表賞
選考委員長：〒 917–0003　福井県小浜市学園町 1–1　福
井県立大学海洋生物資源学部　e-mail: kokita@fpu.ac.jp）

魚類学雑誌 64(2):233–236
2017年 11月 25日発行

2017 年度日本魚類学会市民公開講座

「第 3 の外来魚問題」
－人工改良品種の野外放流をめぐって－

の開催報告

2017年 7月 15日（土）の午後，近畿大学東大阪キャ
ンパス・アカデミックシアターにおいて，“「第 3の外
来魚問題」－人工改良品種の野外放流をめぐって－ ” と
題し，本年度の日本魚類学会市民公開講座が開催された．
本公開講座は，自然保護委員会の筆者ら 2名（細谷・渡
辺）がコンビナーとなり，計 6名の講演・話題提供者，
そして 250名以上の来場者を迎えてとり行われた．
今回の市民公開講座は，社会的要請が大きく，また自

然保護委員会としても長年取り組んできた外来生物問題
に関するものであるが，その中でも特に最近になって問
題意識が高まってきた錦鯉，金魚，ヒメダカのような人
工改良品種の野外放流にともなう問題を “ 第 3の外来魚
問題 ” として位置付け，関連する最新の科学的知見の発
信や意見交換を行うことを目的とした．当日に配布され
た要旨集は，（一部修正等を行った上で）学会ウェブペー
ジ に 掲 載 さ れ て い る が（http://www.fish-isj.jp/event/

写真 1.　懇親会で行われた受賞式．左から，原田明里氏，林　希奈氏，小林大純氏，佐藤　駿氏，桑村哲生氏（魚類学会会長），
木村克也氏，三品達平氏，難波真梨子氏，原田佳奈氏，大森尚也氏．
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sympohist/opensympo_2017.html），本稿では講演内容を簡
単に紹介しつつ，会場での質疑や意見交換，またアンケー
ト結果なども踏まえて，コンビナーとしての取りまとめ
を行っておきたい．
当日の講座は渡辺が司会進行を務め，以下のプログラ

ムに基づいて行われた．

第一部　基調講演
「国外外来魚，国内外来魚，そして第 3の外来魚」
 細谷和海（近畿大学）
第二部　話題提供：「人工改良品種の野外放流が及ぼす
影響」
「メダカ改良品種による野生集団の遺伝的攪乱」
 北川忠生（近畿大学）
「日本の河川におけるコイ養殖品種の現況」
 馬渕浩司（国立環境研究所・琵琶湖分室）
「金魚養殖の現状と課題」
 根來　央（神戸市・金魚研究家）
「特定外来生物の解釈とサンシャインバス」
 曽宮和夫（環境省野生生物課）
第三部　パネルディスカッション：「隠れた外来魚問題
をどう解決するか」
コーディネーター：渡辺勝敏・細谷和海
パネリスト： 北川忠生・馬渕浩司・根來　央・曽宮和夫・

山口正吾（月刊アクアライフ編集部）

基調講演では，コンビナーの一人である細谷が，外来
生物問題を広く総説した上で，“ 第 3の外来魚問題 ” と
は何かを解説した．つまり，オオクチバスやコクチバス
などのよく認識された国外由来の外来魚（日本魚類学会
自然保護委員会，2002）を第 1の外来魚とするならば，
国内他地域から移殖された外来魚（日本魚類学会自然保
護委員会，2013）は第 2の外来魚と呼ぶことができ，さ
らには，錦鯉，金魚，ヒメダカなど，観賞等を目的に人
工改良された品種が野外に放された場合に，それらは第
3の外来魚として位置付けることができる．ここで 2つ
の重要な点がある．まず，第 1から第 3の外来魚まで，
その由来は異なっていても，外来生物として在来種・生
態系に与えうる生物学的なプロセス，つまり捕食，競争，
交雑，病気の伝播などは同じだということである．さら
に予測困難な影響（フランケンシュタイン効果）につい
ても考慮されなければならない．もう 1点は，第 3の外
来魚が外来魚として問題となるのは野外に放出された時
点からであり，本来の目的で水槽や庭園内の池などで飼
育されている限りは，外来生物問題とは無縁な，日本や
アジアの誇る文化遺産だということである．アンケート
の結果，幸いにも回答者の 94%が基調講演に対して「と
てもよかった」，または「よかった」と答えており，わ
かりやすく，また外来生物問題がよく理解できたという
感想を多く得ることができた．
第二部では，4題の話題提供があった．まず，北川氏

による全国のメダカ野生集団の遺伝的攪乱の現状に関す
る最新の研究結果の報告は，会場に衝撃を与えるもので
あった．野生メダカ（ミナミメダカとキタノメダカ）が
得られた全国 120以上の地点のうち約 40%から外来の
遺伝子型が検出され，しかもそのすべての地点において
ヒメダカに由来する遺伝子が検出されたという．このこ
とは，野生メダカの遺伝的撹乱が主にヒメダカに起因す
ることを示し，メダカの遺伝的撹乱の進行を抑えるため
には，ヒメダカの野外への流出をとめることが最優先事
項であることを示している．
馬渕氏は，日本人に古くから親しみのあるコイの中に，

日本在来系統と国外外来の養殖品種が含まれていて，純
粋に近い在来系統は現在ほとんど琵琶湖にしか残ってい
ないという自身の研究成果を報告した．また，自然河川
に放されることも多い養殖品種が，在来群集や生態系に
大きなインパクトを与えるという研究事例や，コイを取
り除くことで希少な水生植物が復活した事例をわかりや
すく紹介した［この話題提供については，馬渕・松崎
（2017）も参照］．
金魚研究家で養殖業の経験もある根來氏の話題提供

は，金魚の魅力を再認識させるとともに，金魚養殖の歴
史的な動向や厳しい現状など，ふだん耳にしにくい内容
を含み，多くの聴衆の関心を引いた．また，顧客から金
魚の自然河川への放流の話が持ち込まれることがあるな
ど，第 3の外来魚問題の社会的背景の一面を理解するの
に役立つ話題提供であった．
ちょうどヒアリ問題で多忙を極める中での参加であっ

た環境省の曽宮氏は，外来生物問題に関係する「外来生
物法」の法律的な枠組みをわかりやすく解説した．外来
生物法の中でサンシャインバス（ストライプトバスとホ
ワイトバスの雑種）のような人工品種も特定外来生物と
して指定されうることに言及し，外来生物の対象がより
拡大したことを強調した．環境省が新たに打ち出した方
針は，魚類にとどまらず，さまざまな育種技術によって

写真 1.　2017年 7月 15日，近畿大学東大阪キャンパス・
アカデミックシアターで開かれた 2017年度日本魚類学会
市民公開講座の講演風景（根來　央氏）．
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作出された園芸植物，家畜，ペットなどの人工品種の野
外放出を抑制することにも通じるであろう．
第三部のパネルディスカッションでは，まず観賞魚雑

誌の編集を長年手がける山口氏が，アクアリストにとっ
ての放流問題について意見を発した．これまで観賞魚雑
誌においても外来生物問題を繰り返し取り上げてきたこ
とが述べられ，特にごく一部のアクアリストによる放流
が特定外来生物指定につながり，飼育自体が規制される
という，多くのアクアリストにとっては納得し難い状況
を踏まえ，放流問題の啓発の重要性を強調した．観賞魚
等の飼育や繁殖は魚類に関心をもつ多くの人々にとって
他に代えがたい楽しみであり，価値ある文化である．だ
からこそ，その将来を狭めかねない放流問題は他人事で
はないという問題提起であった（アクアライフ編集部，
2017）．
続いてコーディネーター，パネリスト，また会場との

多岐にわたるやりとりが 1時間あまり続けられた．その
中で特に以下の 3点を記録しておきたい．
まず，会場から，実家が養鯉業だという参加者が，養

魚業界を取り巻く厳しい現状を考えると，売り物になら
ない “ 産業廃棄物 ” の有効活用として，イベントでの鯉
や金魚の自然河川放流はなかなか止める手立てがないと
いう現実的な意見があった．放流イベントが地域の産業
と密接に関係し，経済的な観点から有効にはたらいてい
る場合があり，またそのことがやすやすと放流をとりや
められない力となりうることは想像に難くない．
また，特にメダカの遺伝的攪乱に関係して，学校教育

や教科書の中でのメダカの取扱いの現状と課題について，
意見交換がなされた．メダカとしてヒメダカが掲載され
ている教科書や学習指導要領等において，ヒメダカが人
工品種であり，決して野外放流を行ってはならないこと
を強調すべきであり，さらに環境保全の啓発の機会とし
て最大限活かすべきなどの意見が参加者やパネリストか
ら述べられた．また，いわゆる “ 黒メダカ ” を含む非野
生由来のメダカを “ イエメダカ ” と呼称する提案や，養
魚場からの逸出防止対策，不要個体の引き取り制度，環

境保全啓発等を含む環境配慮型養魚の認証制度に関する
提案などもなされた．
宗教行事に関わる放流，特に放生会（ほうじょうえ）

についても会場から問いが出された．神仏の前では命に
在来，外来の区別はないという考えと現代の生物多様性
保全の考えの間に見られる一見対立する問題である．こ
れは宗教に限らず，外来種駆除の現場で繰り返し話題に
上る “ 命の尊さ ” 論争でもある．現在多くの放生行為は
形骸化され，ことに外来魚や観賞魚を用いる正当な理由
はないと思われるが，一方で，宗教界における現代的な
生命倫理の議論の深化なども考えれば，この方面からの
外来生物問題の精神的，心情的な根幹の提示も意義ある
ことかもしれない．また，より一般的に社会学的な研究・
調査の対象ともなりうるだろう．
最後に “ 第 3の外来魚問題 ” について，コンビナーと

しての考え方をまとめておきたい．
人工改良品種の野外放出の問題は，特に錦鯉やヒメダ

カに関して以前から認識され，話題に上ってきたもので
ある．しかし，今回の市民公開講座開催の直接のきっか
けは，2016年夏に，納涼イベントとして行われる自然
河川での金魚つかみどりについて，インターネット上で
いわゆる “ 炎上 ” 的な議論が行われたことである．この
とき，テレビ番組でのコメントを含め，一般市民の多く
が，自然河川への金魚の放流に対して何ら問題視しない
傾向が見受けられた．また，講座の直前 5月にも錦鯉の
放流をめぐって議論が起こった（木寅，2017）．これは，
身近な金魚や錦鯉，あるいはヒメダカなどが外来生物と
して認識されにくいこと，またそもそも外来生物の潜在
的な脅威自体が過小評価されていることの顕れだと考え
られた．そこで本市民公開講座では，野外に放たれた人
工改良品種を “ 第 3の外来魚 ” として明確に位置づける
とともに，研究者のみならず多様な立場から，まずこの
問題に関する情報や理解を共有することが先決であると
考えた．
市民公開講座を経て，第 3の外来魚に関して，以下の

3点を今後の基本としたいと考えるものである．
1）第 3 の外来魚は生物多様性に悪影響を与えうる―
人工改良品種（錦鯉，金魚，ヒメダカ等）の作出や飼育
はアジア発のすばらしい文化であり，それを支える産業
は健全に発展・維持されるべきである．しかし，人工改
良品種（遺伝子改変生物を含む）は，一旦野外に放流さ
れると外来魚問題を引き起こしうる．つまり，第 1（国
外），第 2（国内）の外来魚と同様，捕食，競争，交雑，
病気の伝播，また予測困難な影響を通じて，在来種や群
集に負の影響を与えうる． 

2）第 3 の外来魚の放流は環境保全に役立たない―ど
のような水辺環境を目指すかを，潜在的な環境への負荷
の大きさや現代的な知識・倫理を踏まえた上で真摯に模
索すれば，それぞれの種や場所によって，自ずと人工改
良品種の放流の可否や許容範囲は定まってくるのではな
いだろうか．その起点として，自然保護，希少種保全，写真 2.　2017年度日本魚類学会市民公開講座の会場風景．
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環境教育，そして環境美化を目的とするのであれば，自
然水域における錦鯉，金魚，ヒメダカ等の人工改良品種
の放流は目的上意味をなさず，すべきではない．

3）第 3 の外来魚の放流の可否は，目的と悪影響のバ
ランスに応じた社会的な合意に基づくべきである―観光
等に関わる行事における人工改良品種の放流（自然河川
における魚つかみ大会，錦鯉の放流等）は，ちょうど産
業からの環境負荷（農地からの農薬や濁水，あるいは工
場からの化学物質の環境放出等）と同じく，その目的（公
共性や経済効果）と自然環境・在来群集に対する影響の
大小に応じた社会的，法的な合意に基づくべきであり，
放流主体（行政，行事主催者，市民団体等）にはその合
意形成に関する社会的責任がある．
今回の市民公開講座を通じて，第 3の外来魚問題が，

現代社会における環境悪化，学校教育，飼育運搬技術，
経済情勢，宗教，観光振興等の組合せの結果として生じ
ている今日的な生物多様性保全の課題の一つであること
が詳らかになったといえよう．他の外来生物問題と同様，
現状で市民の認知程度はその潜在的な影響の大きさに比
して十分でなく，今後とも，学校教育，社会啓発，ある
いは法整備等を通じて，その抑制に取り組んでいく必要
があるだろう．
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2017 年度日本魚類学会シンポジウム

「北日本底生魚類相を彩る環北太平洋要素種群の
適応と進化」の開催報告

南北に長い日本の海洋魚類相の特徴の一つは，温帯性
および亜熱帯性魚類が占める東日本以西・以南海域と，
寒冷性魚類が優勢な北日本海域，この 2つの海域で種組
成が大きく異なることだろう．この違いは，日本の南か
らは黒潮が，北からは親潮が流れ，それらの海流の境界
を境に，水温環境が異なることと，それぞれの海流の源
流部にあたる海域で種分化を遂げた魚類の歴史の違いも，
魚類相の違いを作り出す大きな要因になっている．東日
本以西・以南海域の魚類は，インド―太平洋域につなが
りを持つ暖海性種がほとんどであるのに対して，北日本
海域の主な構成種は，千島列島，カムチャツカ半島，ア
リューシャン列島，アラスカ，カナダにいたる「太平洋
の首飾り」と言われる北部北太平洋沿岸域に分布中心を
持つ寒冷性種である．寒冷性魚類は，新生代に断続的に
起きた地球規模の環境変動を経て，地域的な絶滅と種分
化を繰り返しながら適応放散を遂げてきた．これらの魚
類の多くは，個体群が小さく分布域が限られているなど
採集が困難な魚種が多く，研究対象とする研究者も少な
いため，全般に認知度は低い．しかし，近年，これらの
魚類について，系統分類学，分子系統学，進化生態学，
あるいは分子生物学においても注目すべき成果が報告さ
れてきた．そこで年会の北海道開催を機に，こうした魚
類研究の最新の知見を紹介することと，研究分野の枠を
超えた共同研究の展開を目的に，本シンポジウムを企画
した．
シンポジウムの報告に入る前に，タイトルにある「環

北太平洋要素種群」を説明したい．これは，「北太平洋
で起源し種分化を遂げ，現在も多くの種が北太平洋と北
極海およびその属海に広く分布する高次分類群」を意味
する生物地理要素と定義する．同じように北太平洋から
北極海さらに大西洋に分布する生物の地理要素として，
西村・鈴木（1971）及び西村（1974）が区分した「北極
海―北大西洋要素」，「極東固有要素」，「オホーツク―ベー
リング要素」，「日本―オレゴン要素」はよく知られてい
る．これは，「種」を単位とした分布特性から区分して
ものである．また，中坊（2013）は，魚類検索第三版の
中で，日本全体の魚類相の特徴を説明する際に，属，科
（単系統）を単位とした生物地理要素（「環北半球寒帯要
素」，「北太平洋要素」，「日本―オレゴン要素」など）を
用いた．「環北太平洋要素種群」は，これらの北太平洋
起源の生物地理要素を包括的に捉えた区分である．した
がって，一部の種が深海性，さらには南半球にまで分布
を広げたクサウオ科や北太平洋沖合に進出したサケ科も
「環北太平洋要素種群」に含められる．ただし，本シン
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ポジウムでは，沿岸域の底生という同じような環境で同
時代に種分化および生態進化を遂げて，現在も種や生態
の多様性が高い，カジカ上科，ダンゴウオ上科，アイナ
メ科などカジカ亜目とゲンゲ亜目を対象とした．
シンポジウムは，平成 29年 9月 18日（月）に北海道

大学函館キャンパスの講義室で実施され，下記のように 5
部構成で 16の講演があった．なお，紙面の都合上，各講
演は発表者のみを掲載するが，共同発表者などに関しては，
学会ホームページ（http://www.fish-isj.jp/event/sympohist/
sympo_2017.html）を参照されたい．

第一部　北日本底生魚類相を特徴づける魚類の系統分類学
カサゴ目の系統分類学の変遷
 今村　央（北海道大学大学院水産科学研究院）
カジカ亜目魚類の系統分類学
 矢部　衞（北海道大学大学院水産科学研究院）
ゲンゲ亜目魚類の系統分類学
 篠原現人（国立科学博物館）
第一部では，系統分類学がテーマである．19世紀の

系統学の黎明期から，眼下骨棚という特徴的形質の共有
でカサゴ目は認識されてきたが，最近になって眼下骨棚
が解剖学的に相同ではないことが明らかになった．それ
に伴うカサゴ目の解体と変遷過程が紹介された．次いで，
分子系統と形態分析の融合から，カサゴ目からスズキ目
に転籍したカジカ亜目内の系統関係が解説されたが，見
直しは現在も続いているようだ．ゲンゲ亜目については，
中層をクラゲに擬態する種のトピックを交えて，浅海か
ら深海まで進出した各科の形態的特徴が紹介された．ト
ゲウオ亜目がカジカ亜目とゲンゲ亜目に近縁関係にある
という知見を含め，自分たちが研究する魚類の系統関係
が気になりながらも，系統分類学者の講演を聴き逃して
きた研究者にとっては，初耳学の連続で研究にすぐに役
立つ情報が満載の講演だった．

第二部　極東固有種群の生物地理と分子系統・分子分類
ニジカジカグループの分子系統と系統地理
 野原健司（東海大学海洋学部）
日本周辺域のダンゴウオ科魚類の生態と生物地理
 阿部拓三（南三陸町農林水産課）
北西太平洋におけるマユガジ亜科魚類の進化プロセス
 佐久間　啓（日本海区水産研究所）
環境 DNAを通して観る，北の海の生物と多様性 
 荒木仁志（北海道大学大学院農学研究院）
第二部は，極東固有種群に焦点を絞った生物地理と分

子系統・分子分類がテーマである．日本周辺で種分化を
遂げたニジカジカグループ（ニジカジカ，ベロ，アナハ
ゼ類）の研究では，日本海集団と太平洋集団の遺伝的距
離やボトルネックを通じた個体群動態の痕跡から，この
グループが経験してきた環境変動や日本沿岸域への進出
パターンが明らかになりつつあること，さらに隠蔽種が
いる可能性も示唆された．ダンゴウオ科魚類の講演でも，

隠蔽種の存在が示唆されたが，こちらは遺伝的距離が同
種レベルの範囲であるが形態が全く違うという，逆のパ
ターンだ．ゲンゲ科内最大のマユガジ亜科の分子系統解
析では，深海適応した複数の属が寒天質の体組織を共有
形質とすることが分かり，このグループの祖先形質や深
海適応とその分岐年代などが論議できた．ここで扱われ
た魚類については，沿海州やオホーツク海など極東域全
体を網羅した標本を用いることが出来れば，より詳細な
系統地理解析は進むと思われる．そのためには，諸事情
で停滞気味なロシアとの共同研究を活性化させる必要が
ある．第二部の最後では，環境 DNAの研究が紹介され
た．環境 DNAは，生物採集することなく環境水だけで，
同所的に生息する生物群集の情報が一挙に集められる
ツールとして，水圏をフィールドにする研究者から熱い
視線が注がれている．初期の技術的課題も概ね克服され，
日本各地とベーリング海などフィールドでの研究成果が
紹介された．生物相解析で質的精度を向上させるには，
遺伝子情報が既知であることが不可欠で，配列情報の登
録数の増加が鍵になる．極東域の登録数は，生息する魚
種に対する比率で見ると，世界的に見ても低い水準で，
特に非漁業対象種の情報が少ない．

第三部　アイナメ属のゲノム進化と適応
アイナメ属の系統と半クローンの起源
 川口（木村）幹子（一般社団法人　MIT）
半クローンの細胞遺伝学
 鈴木将太（北海道大学大学院環境科学科）
人為的環境改変を利用するアイナメの繁殖生態
 宗原弘幸（北海道大学北方生物圏フィールド
 科学センター臼尻水産実験所）
第三部は，アイナメ属をテーマに，海産魚で初めて見

つかった半クローン雑種の起源と，その親種であるアイ
ナメ，クジメ，スジアイナメを含む半クローンの集団構
造が紹介された．これまで報告がある淡水魚の場合とは
異なり，アイナメ属半クローン集団は，雑種の母種と共
存すること，そして父種が異なる 2系統存在することが
大きな特徴である．半クローンでは，子孫にゲノムが伝
えられない種は，寄生を受けているホストのようなもので，
アイナメ属では母種のゲノムが代々子孫に伝わり，ホス
トの父親ゲノムは一代ですべて入れ替わる．アイナメ属
雑種の正体が半クローンであることが明らかになった後も，
様々な遺伝マーカーを使った分析が行われ，半クローンは，
通常，父種と戻し交配で系統を維持するが，希に父種を
変えるホストスイッチの痕跡が確認された．このホスト
スイッチこそ，半クローン雑種が致死的遺伝子変異の蓄
積による絶滅を回避し，長く維持できる要因になってい
ることが考察された．3種に股がるアイナメ属半クロー
ンの複雑な集団構造を，この紙面で説明するのは困難な
ので，ここでは，原著論文を文末に記すに留めたい
（Kimura-Kawaguchi et al., 2014；Munehara et al., 2016；
Suzuki et al., 2017）．また，アイナメは消波ブロックなど
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人工構造物を産卵場所として好むことが知られているが，
雑種の遺伝子解析から，アイナメ属雑種はヒトが北海道
に住み始める前に出現していたと推定され，交雑が人為
的な環境改変とは関わりない自然雑種であることも分
かってきた．

第四部　カジカ類の適応と進化
カジカ上科魚類の分子系統
 富樫孝司（元・北海道大学大学院環境科学科）
交尾型カジカ類の生殖様式の進化－雄卵保護から卵寄託へ
 古屋康則（岐阜大学教育学部）
交尾行動と精子競争が駆動するカジカ類の精子の進化
 伊藤　岳（新潟大学大学院自然科学研究科）
アナハゼ類の卵寄託：その特異な産卵行動と産卵管の進化
 安房田智司（大阪市立大学大学院理学研究科）
カジカ類の適応と進化がテーマである第四部では，最

初にカジカ上科魚類の網羅的サンプリングによる分子系
統をもとに，北太平洋沿岸を浅海と深海への進出を繰り
返しながら系統回遊し，極東域に分布を広げた過程が考
察された．その後の講演では，極東域に系統回遊した祖
先種から日本周辺で種分化を遂げたニジカジカグループ
が非交尾から交尾へ，親による子の保護様式の進化など，
繁殖生態面での多様化を起点に，多様化に伴う精子の形
態と運動機能の進化，無脊椎動物（ホヤやカイメン）に
卵寄託する種の産卵管形態と宿主選択の関係が説明され
た．これらの講演から，カジカ類が単に種多様性に富む
魚類というだけでなく，魚類で例を見ない生態や生理に
おける柔軟性に驚かされる．ニジカジカグループは，海
産魚であるが，日本周辺の沿岸という限定水域で進化し
た魚類である．分子系統解析に加えて，繁殖生態と生殖
関連形質の比較によって描かれる，このグループの適応
放散過程は，日本の海の古地理や古気候などを知るため
の多くの情報を秘匿しているように思われる．研究が未
着手の種もあり，これらの穴を埋めることと，さらに生
殖関連形質の可塑性を遺伝子レベルで解明する研究も期
待される．

第五部　寒冷性魚類の分子適応
不凍タンパクの分子生物学
 津田　栄（産業技術総合研究所 /
 北海道大学大学院生命科学院）
カジカ科魚類の寒冷適応
 山崎　彩（東北大学大学院生命科学研究科）
最後の第五部は，寒冷性に対する分子適応についてで

ある．魚類が北極海に進出するには，氷点下でも体液が
凍らない仕組みを持つことが必須である．それについて，
最もよく調べられているのが，不凍タンパク質（AFP）
かもしれない．最初の講演では，AFPを生物物理学的に
分析し，AFPが氷晶の発達を阻害する仕組みや分子構造
の特徴が詳述された．分子構造の違いにより AFPは３
つのタイプに分けられることと，ギスカジカをはじめ北

海道近海で捕獲される寒冷性魚類の多くが AFP分泌能
を持つことなどが紹介された．AFPを単離することにも
成功しており，産業や医学の分野での活用が進んでいる．
カジカ類は，人知れず活躍しているのである．そうした
カジカ類の AFP配列の多様性は，やはり生息地の底水温，
水深など，分布環境に影響を受けており，凍結耐性とし
て AFPは重要な役割を担っていることが理解できた．
今回は，「北日本底生魚類相を彩る環北太平洋要素種

群の適応と進化」として，カジカ亜目とゲンゲ亜目の魚
類に焦点を当て，様々な角度から多岐にわたる研究発表
が行われた．次回以降は，これらの魚類と類縁性が明確
になったトゲウオ亜目魚類も含めるべきかも知れない．
淡水魚の印象が強いが，環北太平洋沿岸にも何種か分布
しているので，DNAに刻まれた歴史に共有するものは
多いかも知れない．また，最近，マリアナ海溝で見つかっ
た世界最深部に生息する魚類，寒天質の体を持つクサウ
オ科魚類で見られる耐圧適応やその漸深部に生息する魚
種の暗視適応も，環北太平洋要素種群の適応と進化の謎
を紐解く上で外せない形質だ．何の遺伝子を原資にこれ
らの形質を獲得し，深度の壁を破って深海適応できたの
か，とても知りたい．
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「淡水魚保全における河川行政との連携」の開催報告

淡水魚の保全において，地域住民，行政，研究者の三
者が連携することは不可欠である．その遂行過程では，
三者が情報を共有し，合意形成を行うことが肝要である
（森，2016）．すなわち，日本魚類学会に所属する研究者
が，淡水魚保全の現場に関わることは，魚類学を担う者
としての責務と言える．そして，このような現場に携わ
る場面が増えるにつれて，我々研究者にとっては，「専
門的な見地から如何に有効な助言をできるのか」という
点で，その存在意義が問われることとなる．その一方で，
研究者と河川や湖沼などの淡水魚保全に関わる各種行政
との考え方の相違から，淡水魚保全の現場において，施
策が有効に機能しない状況や，研究者の提案が行政に受
け入れられにくい状況が生じることもあるだろう（例え
ば，渡辺，2016）．それ故に，研究者と行政が良好な関
係を保ちながら連携することで，淡水魚保全をより効果
的かつより効率的に行われることが望まれる．
これまでのシンポジウムや研究集会等では，研究者あ

るいは行政と地域住民との関係，とりわけ合意形成に焦
点が当てられていたように思われる．そこで本シンポジ
ウムでは，これまであまり取り上げられてこなかった研
究者と行政の関係性に焦点を当てた．すなわち，行政と
連携して淡水魚保全に向けた取り組みを有効に機能させ
るにあたって研究者が留意するべきことを明確にするこ
とを目的として企画した．
本シンポジウムは 2017年 9月 18日に北海道大学函館

キャンパスで開催された．コンビーナーは，久米　学（京
都大学）と鬼倉徳雄（九州大学）の 2名が務めた．発表
者は 7名（下記のプログラム参照）で参加者は約 50名
であった．なお当初は，萱場祐一氏（土木研究所）に「河
川整備における魚類生息場の保全アプローチ―多自然川
づくりの現状と今後の方向性―」というタイトルで講演
をしていただく予定であったが，残念ながらご都合によ
りキャンセルとなった．萱場氏の講演のキーワードとな
る「多自然川づくり」等に関する資料は，国土交通省の
ウェブサイト（国土交通省，2008）で公開されているの
で，興味のある方は参照していただきたい．

これまでの淡水魚保全における研究者と行政との関係
 久米　学（京都大学フィールド科学
 教育研究センター）
防災と干潟保全の両立を目指して～徳島県那賀川汽水域
における事例～
 乾　隆帝（山口大学大学院創成科学研究科）
九州での淡水魚保全：行政と共働したいくつかの取り組み
 鬼倉徳雄（九州大学大学院農学研究院）

円山川流域における自然再生事業－コウノトリの野生復
帰地における試み－
 佐川志朗（兵庫県立大学大学院
 地域資源マネジメント研究科）
河川，都市，農地における淡水生物保全の事例
 永山滋也（岐阜大学流域圏科学研究センター）
行政主導の生物多様性モニタリングにおける研究者と
NGOの役割
 横井謙一（日本国際湿地保全連合）
ミヤコタナゴの積極的保全にどのように取り組むか？－
淡水魚類の保全における環境行政の役割－
 鈴木規慈（千葉県生物多様性センター）

講演の前半では，乾氏，鬼倉，佐川氏，永山氏から，
河川整備事業と淡水魚保全の両立が上手くいった事例の
紹介とともに，行政との連携のポイントがいくつか示さ
れた．また講演の後半では，横井氏と鈴木氏よりそれぞ
れ，NGOと行政の立場から，淡水魚保全の取り組みを
ご紹介いただいた．その中で共通していた点は主に以下
の 2点であった．まず 1つ目は，河川整備＝生態系再生
の時代であり，河川整備は “ ピンチ ” ではなく “ チャン
ス ” であるということである．すなわち，行政としては，
治水対策さえ確実に行えれば，淡水魚保全に配慮した工
法を採用することは可能であるということである．これ
は，行政サイドからすると，たとえ配慮する意志があっ
てもやり方がわからない，あるいは誰に相談したら良い
のかわからないことに依拠しているものと思われる．ま
た，市町村レベルでは，河川整備の指針はほとんどない
ことも影響していると思われる．したがって，我々研究
者は普段から，行政担当者とのパイプ作りをしておくこ
とが，ピンチをチャンスに変えるためには必要なことの
1つだろう．
次に 2つ目は，研究者と行政との認識のズレの解消に

は “ 言語 ” の理解が不可欠であるということである．す
なわち，魚類学者は，最低限の “ 河川工学用語（土木用
語）” を理解することで，認識のズレを少なくすること
ができるだろう．また，少々敷居が高く感じるかもしれ
ないが，事業計画の図面を読めるようになっておくと，
より円滑な議論ができるだろう．少なくとも，前者に関
しては今後，淡水魚保全に携わる研究者に必要なスキル
であると思われる．
総合討論では，主に 3つの話題があった．以下にそれ

ぞれの議論の概要を記す．まず，行政とのコンタクトが
最初のハードルとも言えるだろう．そのきっかけとして，
指導教員や所属機関がすでに行政とコネクションがある
場合には，保全の現場に同道することやそこで研究を行
うことで，自然に行政担当者とのパイプができ，そのハー
ドルは下がるだろう．しかし，読者の中には必ずしもそ
のような環境にない方もいるかもしれない．実際，第一
著者（久米）もポスドクになるまで，淡水魚保全の現場
にすら関わるような環境に身を置いたことはなかった．
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このような方が突然，淡水魚保全の現場に携わることに
なった（携わろうとする）際には，円滑に保全を進める
ためにも，すでに経験のある研究者に事前に相談をする
ことをお勧めする．
淡水魚保全において，達成目標を設定し，その達成ま

での経過を評価することは必要不可欠である．達成目標
の設定に関しては，対象魚種や現場の状況により変わる．
また，目標の達成までの過程におけるモニタリング（主
に事後モニタリング）の頻度や期間も同様である．しか
し，中・長期の事後モニタリングが必要となった場合に
は，その継続が困難になることもあり，現状では十分に
行われないことが多い．その要因には，対象種の保全へ
の興味の低下やそれに伴う継続した予算獲得の困難さ等
が挙げられる．この点については，地道にその必要性を
訴え続けるしかないだろう．
現在，行政が主体となって法律［絶滅のおそれのある

野生動植物の種の保存に関する法律（種の保存法），お
よび文化財保護法］に基づき保全を行える魚種は “ たっ
たの 5種 ”（イタセンパラ，ネコギギ，スイゲンゼニタ
ナゴ，アユモドキ，ミヤコタナゴ）である（小林，
2016）．各魚種の保全状況の詳細は，日本魚類学会自然
保護委員会（2016）を参照されたい．しかしながら，そ
れらの保全，あるいはその科学的根拠を得るには，担当
行政だけの力では限界があることが，鈴木氏から問題提
起された．イタセンパラやアユモドキのように大手メディ
アで取り上げられている注目度の高い魚種では，大学等
の研究機関によって保全の科学的根拠となる研究が多く
なされている（例えば，小川ほか，2000；阿部，2012；
西尾ほか，2012；佐川ほか，2012；綱川ほか，2012；渡
辺ほか，2014）．しかし，すべての魚種や保全対象地域
おいて，必ずしも保全の根拠となる研究が十分になされ
ているとは限らない．会場では，最低限のこととして，
これら 5魚種を保全するために，魚類研究者は行政に
もっと協力すべきだということで一致した．本稿をご覧
の方々には，行政からの依頼があった際には，快くお引
き受けいただきたいと思う次第である．
研究者と行政との連携を行う上での課題は，本シンポ

ジウムで話題に挙がったもの以外にも多岐にわたること
は自明である．これらの課題を 1つ 1つ解決して行くこ
とで，淡水魚保全が進むことを期待してやまない．本シ
ンポジウムがその契機になれば幸いである．
最後に，本シンポジウムの演者および参加者にこの場

を借りて厚くお礼申し上げる．
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栃木県南東部の自然生息地におけるミヤコタナゴ保全への取
り組み―ミヤコタナゴ稚魚の生息環境評価と環境改善．応用
生態工学，15: 249–255．

渡辺勝敏．2016．近畿地方最後のアユモドキの危機と保全―予
防原則と開発圧のはざまで．日本生態学会誌，66: 683–693．

渡辺勝敏・一柳英隆・阿部　司・岩田明久．2014．琵琶湖・淀
川水系のアユモドキ個体群の存続可能性分析．魚類学雑誌，
61: 69–83．

（久米　学　Manabu Kume：〒 606–8502　京都府京都市左
京区北白川追分町　京都大学フィールド科学教育研究セ
ンター　email: kume.manabu.6x@kyoto-u.ac.jp；鬼倉徳雄　
Norio Onikura：〒 811–3304　福岡県福津市津屋崎 4–46–24 
九州大学水産実験所　e-mail: onikura@agr.kyushu-u.ac.jp）

魚類学雑誌 64(2):240–241
2017年 11月 25日発行

The 3rd Syngnathid Biology International Symposium

参加記

2017年 5月 14日から 19日にアメリカ合衆国フロリダ
州タンパ市にあるタンパ大学で開催された第 3回国際ヨ
ウジウオ学会（Syng Bio 2017）に参加した．アメリカ，ヨー
ロッパ，オーストラリア，アジアなど，さまざまな地域
から約 100名が参加し，口頭発表が 59件とポスター発
表が 20件あった．今回は，ヨウジウオ科魚類の分子生
物学的な内容や生理学的な内容に加え，保全に関する発
表が特に多いという印象であった．
オーストラリア固有種の 2種類のシードラゴンのうち，

ウィーディーシードラゴン（Phyllopteryx taeniolatus）は
水族館での繁殖例が多数あるのに対し，リーフィーシー
ドラゴン（Phycodurus eques）は繁殖例がなく，オースト
ラリアからの輸出もできないため，水族館での展示を継
続するためにも繁殖方法の確立が急務になっている．そ
こで水族館飼育担当者を含めて，シードラゴンの飼育繁
殖に関する意見交換が活発に行われていた．学会の主催
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も水族館からの援助によって成り立っており，Banquet
はフロリダ水族館内で行われた．さらに，水族館見学後
には学会発表の一部さえも水族館内で行われた．
フロリダ水族館はヨウジウオ科魚類の展示に力を入れ

ており，リーフィーシードラゴンやリボンシードラゴン
（Haliichthys taeniophorus）のほか，さまざまな種が展示
されていた．私達が水族館に行った際にはまるで私達を
歓迎するかの如くちょうどタツノオトシゴ類の出産が始
まり，大いに盛り上がった．学会半ばには，Excursion
として海に入ってのヨウジウオ科魚類のサンプリングが
あり，現地のヨウジウオ類やタツノオトシゴ類を捕まえ
て観察することもできた．ちょうど繁殖期で，どちらも
卵を保育中の個体が多数採集され，机上の知識だけでな
くフィールドでの体験もでき，とても有意義であった．
同日午後には，研究内容の近い 4つのグループに分か

れてのワークショップが開催され，各々のラボにおける
現在の研究内容に関して共同研究が可能かどうかなどの
具体的なディスカッションが行われた．私が参加したグ
ループは 10人程度の少人数なワークショップであった
ので，学会中にこういった議論のしやすい会が開かれる
のはとてもよいと感じた．口頭発表中の質疑応答だけで

なくコーヒーブレーク中などでも様々な研究者から有益
な意見があり，全体的に多くの経験をすることができた
学会であった．

（川口眞理　Mari Kawaguchi：〒 102–8554　東京都千代
田区紀尾井町 7–1　上智大学理工学部物質生命理工学科　
e-mail: k-mari@sophia.ac.jp）

魚類学雑誌 64(2):241–243
2017年 11月 25日発行

The 2017 Congress of the European Society 
for Evolutionary Biology 参加記

国際学会の話になると指導教員がよく，「国際学会は
お祭りみたいなものだから」と言っていた．それを聞い
た当初はイメージがわかず，またもし参加したとしても
英語が苦手な自分にとって祭と思える余裕があるはずは
ないだろう，と悲観的に考えていた．しかし先輩の勧め
もあり，意を決し一昨年初めて海外での国際学会に参加
した．その結果気付けばすっかり虜になってしまい，今
年の開催を心待ちにするまでになっていた．その国際学
会というのが，本稿で紹介するヨーロッパ進化生物学会
European Society for Evolutionary Biology（以下，ESEB）で
ある．

ESEBはヨーロッパを中心とする進化学者 1400人以上が
所属する学会である．進化学に興味のある方であれば，
Journal of Evolutionary Biology誌の発行母体，と紹介すると
ピンとくるかもしれない．大会は 2年おきにヨーロッパの
都市で，8月の 5日間で開催される．参加者は例年 1400–
1700人と，進化分野では世界でもっとも規模の大きい大会
のひとつである．発表希望者は，事前の公募によりテーマ
が設定された 35のシンポジウムのいずれかに，口頭発表
かポスター発表かを選択して応募する．口頭発表は競争率
が高く，例年多くがポスターへ移動するようである．

16回目の開催となる今年の大会は，オランダの首都
アムステルダムから北に電車で 2時間半程の都市，フロー
ニンゲン（Groningen）で開催された．運河で囲われた
町の中心部は，石畳の道沿いにレンガ造りの建築が立ち
並ぶ非常に美しい景観を有していた．オランダで二番目
に古いフローニンゲン大学が置かれており，学生と自転
車が多いことで有名だそうである．会場は中心部からバ
スで 10分ほどの場所にある MartiniPlazaという多目的
ホールで開催された（写真 1）．今大会では，口頭発表
400以上，ポスター発表 800以上が行われ，興味ある演
題に絞ったとしても，とてもではないがすべてをフォロー
するのは困難だった（写真 2）．まさに「進化学の祭」
である．進化に関する研究が凝集しているこの大会が非
常に胸踊る場であることは，進化に興味のある方であれ

写真 1.　今回の会場となったタンパ大学．

写真 2.　フロリダ水族館で展示されているタツノオトシゴ類．
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ば容易にご想像頂けるだろう．対象生物は多岐に渡って
いたが，動物に関する研究が多い印象があり，その中で
も魚類に関する研究は比較的多いように感じた．詳細は
Web（http://www.eseb2017.nl/home/）で公開されている要
旨集を参照されたい．
参加者は当然ヨーロッパの研究者が大多数だが，北米

やアジアなど，それ以外の地域からの参加者も多かった．
世界的に著名な研究者が多く参加しており，魚類を主に
研究している研究者としては，アフリカのシクリッド研
究の大家である Ole Seehausen氏，トゲウオ分野の重鎮
の Michael Bell氏，Eco-Evo dynamics研究の第一人者の
Andrew Hendry氏，カナダの Coregonus属の平行進化研
究で有名な Louis Bernatchez氏などを見かけた．世界を
リードする研究者と直接会って議論するチャンスが得ら
れるのは，国際学会の醍醐味の一つである．なお，正確
な数はわからないが，日本人は 20名程度参加しており，
欧米人の知り合いが殆どいなくても浮いたような思いは
それほどしなかった．日本の魚類研究者としては，筆者
の他に，国立遺伝学研究所の北野　潤氏，石川麻乃氏，
安齋　賢氏，筆者と同じ研究室に所属する伊藤僚祐氏が

参加していた．
学会は非常にカジュアルな雰囲気だった．これまでに

2015年と 2017年の大会に参加したが，スーツ姿は全く見
ていない．参加費は高額（今大会は学生非会員で €350，
非会員で €500．なお非会員でも発表可能）であるものの，
その分，コーヒーマシーンは常設，昼食込み，学会期間
中の市バス乗り放題，夜には学会主催のバーが開かれる
など，ホスピタリティが非常に高い．またポスター発表
時には発表者が聴衆にワインを注ぐ文化があるなど（日
本の学会がもっとも見習うべき点だと私は思っている），
垣根無くリラックスしてサイエンスを楽しもうとする工
夫と空気が行き渡っており，非常に心地よかった（写真 3）．
研究内容面でこの学会を私にとって魅力的にしている

要素が二つある．一つはレベルの高い研究の多さである．

写真 1.　会場となったMartiniPlazaの概観（A）と内部（B）．

写真 2.　ポスター会場．800以上のポスターが会期を通じ
て張り出された．

写真 3.　ポスター発表時に演者に配られたワイン．聴衆は
グラスを持ってポスターを回る．



243会員通信・News & Comments

あまりいい表現ではないかもしれないが，口頭発表では
いずれインパクトの高い雑誌に掲載されると思える研究
が並んでいた．欧米のグループの，論文化されていない
最新の成果を聞けることは，現在のホットトピックや今
後の動向を探る上で貴重な情報となる．そして何より，
新知見，新しいクエスチョンに満ちていて非常に楽しい．
もう一つは，発表者の研究の動機として，一般性の高

い謎への関心だけでなく，個々の生き物やその自然史に
対する強い好奇心が感じられる点である．理論分野や分
子進化分野などに代表されるように，一般性を重視して
特定の生き物をあえて想定しない研究は重要である．し
かしいっぽうで，具体的な生き物に対する直感的な驚き
や愛情が感じられる研究はとても魅力的である（魚類学
会員の皆様は間違い無くこちらでしょう）．たとえば，
スイスのある単一の湖にホッキョクイワナの生態型が
12も存在し，それらの一部が他の湖の集団からの交雑
に由来すること示唆した研究発表には舌を巻いた．対象
となる生物が，研究の進んでいる一部の種に偏っている
傾向はあるが，ESEBではこのように，生き物の面白さ，
驚き，疑問を，美しい写真や詳細な生態の説明を交えて
丁寧に伝えてくれる発表が多いように感じた． 
今年の大会に参加して特に印象に残った点がある．

2015年の大会に参加した際には，RAD-seqや RNA-seq
などの次世代シーケンサーのデータ，および発生生物学
的な手法を用いて遺伝的基盤の特定を試みる研究が多い
印象を受けた．個人的な意見としては，遺伝的基盤の探
索と記載はあくまで進化のメカニズムを理解する上での
中間地点であり，そこを目的にしていたことに少し不満
があった．しかし 2017年の今大会では，次世代シーケ
ンサーのデータや遺伝的基盤に関する知見を，理論や予
測に基づいて解釈することで進化生態学に上手に組み込
もうとする意欲的な研究が多く見られ，とても良い刺激
になった．具体的には，平行進化したペア集団間で適応
形質の変異の遺伝的基盤を比較し，その遺伝的基盤につ
いても平行的になりやすい条件を検討した研究（イトヨ）
や，実験進化や Rapid Evolutionが起きた集団について，
自然選択が掛かる前後の形質と塩基配列の変化を明らか
にしようとする研究（イトヨほか），種間交雑による核
ゲノムの遺伝子浸透の実態を示し，交雑の起きた時期や
多様化への影響を明らかにしようとする研究（シクリッ
ド，イトヨ，カジカなど）などである．また，この際に
取得される遺伝データは，全ゲノム配列であることがご
く普通になっていた．既にゲノムが読まれている生物は
もちろんのこと，まだゲノム情報が無い生物について自
前でドラフトゲノムを決定しているケースも散見された．
非モデル生物でも全ゲノム解析の敷居はすでに高くは無
く，ごく当たり前の選択肢になりつつあることを感じた． 
私自身は，キバラヨシノボリの平行進化に関するポス

ター発表を行った．しかし，多数のポスター，欧米人に
馴染みのない土地と生物を使った研究，かつ運悪く発表
位置が会場のかなり端，と条件が悪かった．データにつ

いても，周囲が次世代シーケンサーを当たり前に使って
いる中で私はマイクロサテライトであり，近代兵器相手
に一人棍棒で突っ立っているような気分であった．しか
し研究対象の面白さについてできる限りのアピールを試
みた結果，直接発表できた人には楽しんでもらえたよう
に感じた．英語が苦手でも予め多少の練習をして行けば，
なんとかなるものだと少し自信になった．また引用して
いた先行研究の著者の目に運良く止まり，直接発表でき
た経験は非常に大きな財産となった．
次回は 2年後の 2019年にフィンランドのトゥルク（Turku）

での開催が決まっている．それに加え来年 2018年には， 
ESEBと the American Society of  Naturalists（American 
Naturalist誌 の 母 体 ）， the Society for the Study of Evolution
（Evolution誌 の 母 体 ），the Society of Systematic Biologist
（Systematic Biology誌の母体）の 4学会による，6年に 1度
の合同会議がフランスのモンペリエ（Montpellier）で開催
される．少しでも興味のある方は，躊躇せずに「進化学の祭」
へ参加されることを是非ともお勧めしたい．

（山﨑　曜　Yo Yamasaki：〒 606–8502　京都府京都市左
京区北白川追分町　京都大学大学院理学研究科生物科学
専攻　e-mail: yo.yamasaki@terra.zool.kyoto-u.ac.jp）

魚類学雑誌 64(2):243–244
2017年 11月 25日発行

編集委員会からのお知らせ

魚類学雑誌の投稿論文のカテゴリーについて

2016年 10月 14日に魚類学雑誌（以下魚雑）の投稿
規定が改定されました．近年，魚雑の原稿数は伸び悩ん
でおり，背表紙が辛うじて見えるくらいの薄い号もあり
ました．この原因としては，投稿論文のカテゴリー分け
が適切ではない，あるいは印刷にかかる費用（超過ペー
ジ代）で他誌に比べてメリットがないなどが考えられま
した．そこで，魚類学会では魚雑の投稿規定，特に投稿
論文のカテゴリーと超過ページ代を見直しました．大き
く変わったのは，これまでの論文カテゴリーを「総説，
本論文，短報，会員通信，書評と図書紹介」としていま
したが，「総説，原著論文，記録・調査報告，会員通信，
書評と図書紹介」としました．同時に超過ページ代につ
いても大幅に見直し，総説については 26ページまで，
原著論文は 16ページまで，記録・調査報告，その他に
ついては 6ページまでの印刷費を学会が負担し，これを
超過する印刷費は著者が負担することとしました．これ
で超過ページ代を徴収しなければならないケースは大幅
に減ると考えられます．カテゴリーの概要を表 1に示し
ました．詳しくは学会ウェブサイトまたは本号に掲載し
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ている魚雑の投稿規定をご確認ください．
なお，新カテゴリーに関して，どのような論文をどの

カテゴリーに投稿していいのかわからない，という声が
多く聞かれましたので，下記に「総説」，「原著論文」，「記
録・調査報告」について説明いたします．

総説　総説は，特定の分野や主題について，これまで
の知見を関連文献や資料に基づき包括的に論評した記事
のことです．新しいデータが含まれていなくても構いま
せんが，これまでの研究を総括することによって新規で
総合的な考察ができていることが必要です．残念ながら，
魚雑では 2009年発行の 56 (2)以来，総説は出版されて
いません．学会における研究活動をより活発にするため，
総説の積極的な投稿をお願いします．特に奨励賞受賞者
の皆様には，発表内容を総説としてご投稿いただくこと
を期待しております．また，若手研究者では，学位論文
をまとめる際，これまでの多くの関連文献を読んでおら
れると思いますので，そこで得られた知識を総説として
出版されることもよいでしょう．このほか，シンポジウ
ム立案者が話題提供者と協力して特定の分野についての
知見や問題点を整理して総説にまとめるという方法もあ
るかと思います．総説は，読者にとってこれまでの知見
を効率的に得ることができるほか，解決すべき問題点を
明確にできるため，次の研究にも繋げることができます．
良質な総説の出版は，日本の魚類学研究向上のためにも
不可欠です．

原著論文　改定された投稿規定では，これまで本論文，
短報とされていたものをまとめて「原著論文」というカ
テゴリーとしました．これは本論文と短報の区別が必ず
しも明確ではなかったこと，ページ数が多い短報の掲載
例が少なからずあったことが背景にあります．また，新
和名の提唱を含む論文はこれまで短報とされていました
が，そのインパクトは短報以上のものがあると理解でき
るからです．したがって，分類学分野においては，新和
名の提唱を含む日本初記録（または分布域拡大）の論文
はこちらにご投稿ください．

記録・調査報告　これは，大まかに言えば旧カテゴリー
の会員通信に含まれていた「新知見紹介」とご理解くだ
さい．分類学分野で言いますと，新和名の提唱を含まな
い分布域拡大に関する報告が挙げられます．生態分野で
したら，ある場所における魚類の生息状況に関する現状
報告，少数例観察された繁殖行動など，遺伝分野でした
ら，分布域を網羅していない予備的な集団構造解析など，
十分なデータに基づくとは言えないものの，新規性が認
められ，印刷物として残しておく価値のあるものを対象
として想定しています．なお，記録・調査報告について
は，著者からの希望があれば，編集委員会で英文要旨の
原案を作成します．英作文が論文投稿の高い敷居となら
ないように編集委員会としてサポートいたしますので，
この制度も積極的にご利用ください．
新カテゴリーについて大まかに説明しましたが，どの

カテゴリーで投稿すればいいのか迷うこともあるかもし
れません．その際には下記の編集委員長，あるいは和文
誌主任編集委員にお問い合わせください．

よりスムーズな編集作業のために　最後に会員の皆様
へのお願いです．投稿規定が改定されてから，投稿数も
増えてきており，2017年に入ってから 7月末の時点で
37報の論文が投稿されてきています．これは 2016年の
年間投稿数（38報）とほぼ同じです．同時に投稿規定
に従っていない論文も多く見受けられます．特にページ
番号や行番号がつけられていないもの，PDF以外のファ
イル形式で投稿されるものが多く見られますので，ご注
意ください．

（甲斐嘉晃　Yoshiaki Kai：日本魚類学会編集委員長　
〒 625–0086　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；小北智之　Tomoyuki Kokita：日本魚類学会和文誌主
任編集委員　〒 917–0003　福井県小浜市学園町 1–1　福
井県立大学海洋生物資源学部　e-mail: kokita@fpu.ac.jp）

新カテゴリー 旧カテゴリー 査読
標題 著者名 住所・所属

英文要旨 キーワード 略題 図・表の説明
無料印刷
ページ和文 英文 和文 英文 和文 英文

総説 総説 有 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 300語程度 和文 和文 英文 26ページ
原著論文 本論文・短報 有 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 300語程度 和文 和文 英文 16ページ
記録・調査報告 会員通信

（新知見紹介） 有 ○ ○ ○ ○ ○ ○   100語程度 3 和文 和文 英文 6ページ
会員通信 会員通信

（上記以外）   有 1 ○   － 2 ○ ○ ○ － － － － 和文 6ページ
書評・図書紹介 書評・図書紹介   有 1 ○ － ○ ○ ○ － － － － － －
1原則として主任編集委員と編集委員長が可否を判断し，必要な場合には校閲者の意見を聞く．
2生物学的内容を含む記事の場合英文標題をつけることもある．
3著者の希望があれば編集委員会で原案を作成する．

表 1.　魚類学雑誌における新・旧論文カテゴリーと概要




