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日本魚類学会 50 周年記念特集

日本魚類学会 50 年の歩み

日本魚類学会は 1968年（昭和 43年）4月に設立され，
2018年で満 50年を迎えることになります．ここではこ
の 50年間の歩みを俯瞰し，その概略を文章で残そうと
考えております．日本魚類学会はこれまでこのような記
念事業は行っておらず，50年目で初めて設立記念事業
を計画しました．記念事業のひとつとして学会の軌跡を
記録として残そうと試みましたが，実は少々遅すぎたか
も知れません．この学会を立ち上げ，また黎明期の多難
な時期に本学会を支え，学会の基礎を構築された先達の
何人もが彼岸に渡られ，もはや当時の苦労話をお聞きす
ることがかなわぬこととなっております．私自身の入会
は 1976年で三重大学大学院修士課程に入学直後でした．
日本魚類学会はすでに確固たる地位を得ている学会との
印象でしたが，実は設立からまだ 10年も経っていなかっ
た訳で，これもたいへん驚いております．そのため初期
の学会の状況に関しては魚類学雑誌の記事を情報源とす
ることが多く，臨場感のない表現になっていることをお
詫び致します．なお，この 50年の間に学会が経験した
大きな出来事については，それぞれに関与された会員ご
自身のお話を収録しておりますので，そちらもぜひお読
みください．

日本魚類学会誕生　さて上記のように日本魚類学会は
1968年に設立されましたが，さらに遡ること 22年，第
2次世界大戦後間もない 1946年に魚類学に興味をもつ
人たちが集まり，「魚の会」が結成されました．現在我々
が手にしている魚類学雑誌（英名 Japanese Journal of 
Ichthyology）という名の冊子はこの「魚の会」による編集，
「日本魚学振興会」出版による隔月誌として 1950年に創
刊されたのです．しかし，この魚類学雑誌は当初予測さ
れていたようには原稿が集まらなかったようで，第 1巻
のみが隔月刊，その後は合冊が多くなり，ついには年 1，
2冊の発行で購読者も約 200名に減少しました．このよ
うな中，魚類学雑誌の再興を願う研究者も多く，また
1966年に東京で開催された第 11回太平洋学術会議に海
外の魚類学者が大勢来日したこともあって，魚類学会設
立の機運はたいへん高まりました．翌 1967年には魚の
会の有志を中心に学会設立の準備を始め，日本魚類学会
設立準備のための実行委員会を立ち上げ，さまざまな事
務手続きを進めた上で 1968年 4月 3日には日本大学農
獣医学部において，日本魚類学会設立総会が開催される

運びとなりました．初代会長は岡田彌一郎先生で，設立
総会には約 50人が参加し，学会諸規定が承認され，つ
いに日本魚類学会は正式に発足しました．発足時の会員
数は 330名でした．1968年 6月には松原喜代松先生が
次期会長に，また田中茂穂先生が名誉会員に決定しまし
た．会員数は学会発足後順調に増加し，1968年中には
さらに 100名以上の新入会員がありました．
発足したばかりの魚類学会が被った最初の大事件は，

次期会長に決定していた松原喜代松先生が選挙から僅か
半年，1968年 12月に急逝されたことではないでしょうか．
先生は現役の京都大学教授で，享年 61歳でした．なお，
先生のご逝去に伴い欠員になった次期会長には，1969
年 3月に阿部宗明先生が選出されました．
松原先生の偉大な業績を称えるために「松原喜代松博

士記念号」の刊行が翌 1969年に検討され，1971年には
「故松原喜代松博士記念論文集刊行実行委員会」が組織
されました．この魚類学雑誌の特別号は 1ページあたり
2,000円の印刷費を著者が負担することや投稿予約制が
あることなど，たぶん当時でも少々異例とも思われるこ
ともありました．松原喜代松博士記念号は魚類学雑誌
19巻 4号（1972年 12月 25日刊）として刊行され，第
1ページに松原先生の写真と略歴（英文），2ページから
5ページにわたって先生の 109編にわたる業績リスト，
続いて 11編の本論文が掲載されました．

魚 類 学 雑 誌 と Ichthyological Research　日本魚類学会
は発足時から会誌「魚類学雑誌」の定期的な刊行と毎年
の年会およびシンポジウムの開催を学会活動の中心と考
えており，この考えは現在でも変わっておりません．日
本魚類学会は，14巻まで発行された「魚の会」発行の
魚類学雑誌（Japanese Journal of Ichthyology）を引き継い
で刊行することとしました．とは言え，装丁も代わり，
我々の世代には懐かしい「黄表紙」の魚類学雑誌が誕生
しました．魚類学雑誌は学会発足時の第 15巻から第 41
巻まで 1巻について 4冊の発行を続けてきました．当時
は学会の会計年度が 4月から翌年の 3月までになってい
たため，学会誌の 1号を 4月から 8月までに発行し，4
号を翌年の 2月か 3月に発行していました．つまり，同
一の巻ではあっても，年をまたいで発行されていたので
す．後述するように 1996年から英文誌と和文誌を発行
することになり，それを契機にして同じ巻の学会誌は同
一の年に発行することになりました．そのため，英文誌
Ichthyological Research刊行直前の第 42巻 3号，4号（1995
年 11月）は合併号で，これだけが 1巻 3冊でした．こ
のように，規律正しく発行してきた魚類学雑誌ですが，
最初の頃は発行が遅れて，3号と 4号が近接して発行さ
れるということもありました．
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魚類学雑誌は前述のように着実にその地位を固め，
年々英文論文の割合が増加し，インド・太平洋域の魚類
学専門誌としての高い評価を国際的に得るようになりま
したが，その反面和文論文の割合が極端に減少するよう
になりました．このような状況から，1993年に国内会
員に対するアンケート調査が行われ，その結果，英文誌・
和文誌の両方の発行を希望する会員が多く，1995年，
両誌の発行が決定されました．この後，Ichthyological 
Researchは年 4回，和文誌の魚類学雑誌は年 2回発行さ
れるようになりました．また，雑誌の大きさもそれまで
の B5版から A4版（Ichthyological Researchは変形）に変
更されました．さらに 2001年から Ichthyological Research
のさらなる国際化，出版費用の削減などを意図して，そ
の発行をシュプリンガー・フェアラーク社［現，シュプ
リンガー・ジャパン（株）］に委託することになりました．
一方，魚類学雑誌もいくつかの印刷トラブルや出版費用
の高騰などから，2012年以降その印刷製本を三重県津
市の伊藤印刷（株）で行うようになりました．

年会　魚類学会年会は学会設立の翌年 1969年 3月 31
日に東京大学総合研究資料館（現，総合研究博物館）で
開催されました．現在の総会に相当する会合の後，12
題の研究発表がありました．1970年の年会・研究発表
会は 3月 31日に国立科学博物館，1971年，1972年は東
京水産大学（現東京海洋大学）で開催され，1973年か
ら年会は 3月 31日と 4月 1日（1976年は 3月 28日と
29日）の 2日間になり，評議員会，総会，編集委員会，
研究発表会に加えてシンポジウムも開催されるようにな
りました．このようなスタイルの年会は 1978年までつ
づき，開催場所も東京水産大学でした．開催期間が年度
をまたがっていたのは，4月上旬に東京で開催される日
本水産学会春季大会に参加する会員の便宜を考慮したた
めです．1979年の年会からシンポジウムはなくなり，
春の年会は 2日間の研究発表が主体となりました．1993
年からは評議員会や編集委員会を研究発表会の前日に行
うようになり，年会は 3日間となりました．また，この
年会では「日本産フナ属魚類の分類と系統進化」という
サテライト研究集会が年会前日に行われました．春季に
東京で開催される年会は 1995年まで続き，会場は国立
科学博物館（上野本館，新宿分館）あるいは東京水産大
学でした．年会の参加者は増加を続け，研究発表会は 2
会場で平行して行われるようになりました．また，魚類
学会年会に続けて水産学会春季大会に参加する会員の割
合も低くなってきたため，年会を春に開催する必然性は
なくなりました．

1996年から日本魚類学会年会は秋に開催されるよう
になり，開催場所も東京だけでなく，全国回り持ちとい
うことになりました．最初は北海道大学水産学部（函館）
で，10月 1–5日という日程で開催されました．1997年
に横須賀市自然博物館（現，横須賀市自然・人文博物館）
で開催された年会からオークションが行われるようにな
りました．オークションでは学会員から提供された書籍

などを販売し，その収入は学会活動のために使用されて
います．オークションは当初年会に参加する学生の旅費
の補助をその目的とし，2007年までこの「年会時の学
生への旅費援助制度」は続いておりました．しかし，オー
クション収入の著しい減少や学生全員に補助が出ないこ
となどから，2008年にこの援助制度は廃止となりました．
これ以降も年会およびオークションは途切れることなく
毎年各地で開催し続けられております．なお，2014年
には小田原の神奈川県立生命の星・地球博物館で，2017
年には函館の北海道大学大学院水産科学研究科で 2度目
の年会が開催されました（1度目は 2000年と 1996年）．

シンポジウムと秋の集談会　春の年会時のシンポジウ
ムは上記のとおり 1973年が最初で「外国産移植魚の現
状と功罪」というテーマで 7題の講演がありました．一
方「秋の集談会」は 1972年から始まり，日本水産学会
秋季大会にあわせて開催されることになりました．第 1
回は 1972年 10月 4日，同年にお亡くなりになった蒲原
稔治博士の業績の顕彰や高知県の魚類に関する講演が高
知大学で行われました．翌年からはテーマを定め，1973
年は鹿児島大学で「南九州の魚類について」，第 3回は
京都大学で「アユのはなし」，第 4回は長崎大学で「東
シナ海大陸斜面周辺の魚類」，第 5回は水産大学校で「中
国地方の魚類について」，第 6回は東北大学で「サケ科
魚類の回帰と資源管理」と毎年開催されました．日本魚
類学会秋の集談会はこの年をもって終了し，1978年か
らはそれまで春の年会時に催されてきたシンポジウムを
秋開催することになりました．これは年会時の研究発表
数が増加したため，シンポジウムの時間がとれなくなっ
たことによります．秋季のシンポジウムはこれ以降，
1984年を除いて毎年開催され，また 1996年からは年会
の秋季開催にともなってシンポジウムも年会最終日に行
われるようになりました．また，前述のシンポジウムと
は別に「市民公開シンポジウム」を日本魚類学会自然保
護委員会が主体となって開催を続けております．

インド・太平洋魚類会議　日本魚類学会が初めて取り
組んだ国際会議は第 2回インド・太平洋魚類国際会議
（IPFC2）でした（当時使用した名称は第 2回太平洋・イ
ンド洋の魚類に関する国際研究会議）．主催は第 2回太
平洋・インド洋の魚類に関する国際研究会議組織委員会，
日本魚類学会が共催，国立科学博物館が後援，農林水産
省が協賛で組織され，明仁皇太子殿下（現，天皇陛下）
が IPFC2の名誉総裁となり，1985年 7月 28日から 8月
3日の期間に上野の東京国立博物館で開催されました．
別記にあるように，IPFC2のエクスカーションでは日本
各地の魚類学研究施設等を訪問するような大規模なもの
でした．

IPFC2から 28年後の 2013年，第 9回インド・太平洋
魚類国際会議（IPFC9）が沖縄で開催されました．主催
は第 9回インド・太平洋魚類国際会議組織委員会で日本
魚類学会は共催でした．前回も今回も組織委員は全員日
本魚類学会の会員でした． IPFC2の参加者は約 250人で
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したが，IPFC9の参加者は 530人を超えました．また，
IPFC2の時には日本の大学院生の発表は多くなかったの
ですが，IPFC9では大学院生を含む多くの若手会員が発
表しました．IPFC9は参加者全員にとって非常に有意義
で楽しい国際学会となりました．

委員会　日本魚類学会発足時の学会内委員会は，黒沼
勝造，日比谷　京，加福竹一郎，中村守純，尾崎久雄，
上野輝彌各先生からなる編集委員会のみでした．この状
態は長く続きましたが，「日本魚類学会も広く社会に対
して応分の活動をすべき」との考えから，2001年には
自然保護委員会，2003年には電子情報委員会，2004年
には標準和名検討委員会，2007年には男女共同参画委
員会がそれぞれ設立され，別記のとおり，現在も活発に
活動しております．また 2002年には自らの学会活動を
正確に記録するために日本魚類学会史委員会が設立され
ました．
日本魚類学会には設立当時から「魚類学上顕著な功績

に対して賞を与える」旨の文言が会則にありましたが，
「学会が権威主義に陥る」などのいろいろな考えもあり
長い間このような賞が与えられることはありませんでし
た．しかし，2002年には学会賞選考委員会が設立され，
同年には奨励賞，翌 2003年には奨励賞と論文賞が授与
されるようになり，現在に続いております．

おわりに　以上のように日本魚類学会は設立以来，学
会の柱と考えてきた会誌の発行，研究発表会やシンポジ
ウムの開催をほぼ定期的に行ってきました．改めて設立
以来の 50年を見てみると，極めて順調に学会が運営さ
れてきたように思えます．しかし，実際には別記にもあ
りますように，いくつかの大きな問題に直面しながら，
それをなんとか解決してこれまでやってきたように思い
ます．たとえば 2004年には学会事務を委託していた日
本学会事務センターが倒産し，当時の幹事会がすべての
事務処理を負担せざるを得ない状況に陥りました．さら
に運悪くこの年から幹事会が各地の持ち回りとなり，慣
れない学会の事務的処理にたいへんなご苦労をされたこ
とをお聞きしております．
この 50年の間には本当にさまざまなことがあったと

思いますが，当時の学会の舵を取り，牽引して下さった
先輩諸氏のお力や会員の方々のご協力があったからこそ，
今の日本魚類学会が存在していることが，この拙文を書
くにあたりよくわかりました．2016年には Ichthyological 
Researchのインパクトファクターが念願の 1.0を越える
ようになり，日本魚類学会は今後もますます発展してい
くことと思います．諸処の分野で本学会も世代交代を行
いながら，次の 50年も順調に発展していくことを祈念
し筆を置くことといたします．
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魚類学会史に関するエピソード

私は 1980年 4月に魚類学会の庶務幹事になりました．
それ以来，編集幹事，主任編集幹事，編集委員長，評議
員，副会長，会長等の役職を務めてきました．そのため
魚類学会の様々な活動を経験することになったわけです．
日本魚類学会設立 50周年という節目の年に当たり，会
記や総会の記録等には収録されていないエピソードを紹
介したいと思います．なお，本文には大先輩を含む多く
の会員が登場しますが，会員としての活動記録である点
を考慮して，どなたに対しても ｢さん付け｣ を用いたこ
とをお断りしておきます．

学会設立　日本魚類学会は 1968年 4月に設立されま
したが，それ以前に ｢魚の会｣ という組織が存在してい
ました．木村清志さんが別項で紹介されているように，
当時の ｢魚の会｣ の活動は暗礁に乗り上げた状態でした．
そのため，｢魚の会｣ の有志を中心に日本魚類学会設立
に向けた活動が始まりました．
残念ながら，学会設立の経緯を詳しく知っている方々

は鬼籍に入ってしまいました．そのため，どのようにし
て学会が発足したか，詳細はもはや分かりませんが，私
が先輩達から聞いたことを記しておきます．
学会設立の中心人物の一人が東京水産大学魚類学講座

の石山禮蔵さん（故人）であったことは確かです．そし
て，石山さんをはじめとして，｢魚の会｣ の運営に問題
があると感じている人達がいたことも確かです．つまり，
当時の ｢魚の会｣ はごく少数の人達によって運営されて
いたため，会員の意思が十分に反映されていなかったと
いうのです．そのため，もっとしっかりした学会を設立
する必要があるという声が高まっていたそうです．

1966年に開催された第 11回太平洋学術会議に Carl L. 
Hubbsさんが参加していました．Hubbsさんは会議に参
加するだけではなく，日本の魚類学者と幅広く交流しま
した．石山さんの話によると，Hubbsさんは魚類学会を
設立する機運があることを知り，その運動を援助するた
めに寄付をしたとのことです．そして，Hubbさんの支
援は，学会を設立しようとする人達を大いに励ますこと
になったそうです．
新たに学会を設立しようとすれば，｢魚の会｣ との関

係を整理しなければなりません．かなりの軋轢が生じた
そうですが，やむを得ないことだったのでしょう．しか
し，関係者達の努力によって，無事に学会が設立され，
｢魚類学雑誌｣ は日本魚類学会によって出版されること
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になりました．先輩達の努力がなければ，現在の魚類学
会は存在しなかったのです．

庶務幹事と編集幹事　私は 1979年 4月に国立科学博
物館に就職しました．就職して数ヶ月も経たないうちに，
当時，学会の庶務幹事を担当されていた東京水産大学の
服部　仁さん（故人）から電話がかかってきました．庶
務幹事を引き受けて欲しいとのことでした．服部さんは
学会設立当時から学会運営のために尽力されてきました．
そして，1970年代半ばから服部さんと藤田　清さんが
庶務幹事となっていました．
私が就職した 1979年には，東京大学総合研究資料館

水産部門の望月賢二さんが庶務幹事に加わって 3人体制
となっていました．服部さんと藤田さんは長らく庶務を
担当されてきたため，庶務幹事の若返りを図ろうとして
いたのです．こうして，私は 1980年 4月から庶務幹事
に加わり，望月さんと私が庶務を担当することになりま
した．
当時，魚類学会の運営は，月に一度，東京水産大学で

開催される役員会によって行われていました．役員会は
会長，副会長，編集幹事，庶務幹事そして会計幹事によっ
て構成されていました．また，役員会の直前に編集幹事
会が 1時間程度開催され，それに引き続いて役員会が開
催されていました．学会の日常的な業務はほとんど庶務
幹事によって行われていました．

年会　学会設立から 1995年までの 27年間，年会は東
京で開催されていました．魚類学会年会が東京で開催さ
れていた理由の一つとして，水産学会の春季大会の直前
に年会を開催すれば，両方の学会に所属する会員に便利
である，という事情がありました．しかし，魚類学会が
発展するにつれて，魚類学会年会のみに参加する会員が
増加していました．したがって，年度末や年度当初に開
催する必然性は薄れてきたのです．
私は 1980年から 1995年まで，東京で開催された年会

の運営に深く関わることになりました．しかし，東京で
常に年会を開催するのは問題ではないかと感じていまし
た．魚類学会と同程度の規模の学会，あるいは，魚類学
会より小さな学会も年会を全国各地で開催していました．
各地で年会を開催すれば，地方の会員が参加できる機会
が増えることになります．また，各地の魚類に関する研
究を発展させる契機となる可能性もあります．そのため，
魚類学会年会も東京以外の地域で開催する方が良いので
はないかと考えたのです．
役員会で年会の地方開催を提案したところ，地方の会

員が了解してくれたら年会を各地で開催しようというこ
とになりました．そこで，私は会員がいる全国の大学に
電話を次々にかけて協力を依頼しました．全員が総論賛
成でした．ただし，どこから開催するかが問題でした．
そこで，会員数が多い北海道大学に口火を切ってくれる
ようにお願いしたのです．1996年に尼岡邦夫さんが会
長になることに決まっていたことも函館開催をお願いし
た理由の一つでした．

幹事会の地方持ち回り　年会と同様に，魚類学会の幹
事会（執行部）は長らく東京および近県の会員が担って
いました．しかし，このやり方を続けていては，長い間，
限られた会員に大きな負担がかかることになります．私
は 2002–2003年に会長を務めた際に，幹事会の地方持ち
回りを提案しました．副会長は西田　睦さんでした．そ
して，幸いなことに，北海道大学が最初の役割を引き受
けてくれたのです．
西田さんが会長となり，私が副会長となった 2004–

2005年には北海道大学の会員が庶務幹事と会計幹事と
なって活躍しました．これを契機にして，以来，幹事会
の持ち回りが続いています．
なお，幹事会の地方持ち回りを提案した背景の一つに，

岩井　保さん（故人）の言葉がありました．岩井さんが
会長のとき，役員会からの帰り際に，｢地方の会員は東
京の人たちが力を尽くしてくれていることをもっと知る
べきでしょうね｣ と言われたのです．これは大変ありが
たい言葉でした．この言葉に背中を押されて地方持ち回
りを提案することになったわけです．

学会事務センターの破産　魚類学会の資産管理や会員
業務を委託していた（財）日本学会事務センターが
2004年 8月に破産しました．多くの学会が，魚類学会
と同様に，会費や資産を学会事務センターに預けていた
ので，大問題になりました．資産の多くの部分を回収で
きなかった学会もあったのです．詳細は当時の魚類学雑
誌の会記を参照すると分かりますが，幸いなことに魚類
学会の被害金額は大きくはありませんでした．
学会の資産や資料の大部分を無事に引き取ることがで

きたのはよかったのですが，学会の会計業務や会員業務
のすべてを魚類学会の会計幹事と庶務幹事が行わなけれ
ばならなくなりました．学会始まって以来の危機でした．
西田会長を先頭にして，なんとか難局を乗り切ることが
できましたが，北海道大学の会計幹事（仲谷一宏さん，
矢部　衞さん）と庶務幹事（今村　央さん，宗原弘幸さ
ん）の奮闘がなければ学会は深刻な事態に陥ったことで
しょう．
会計業務や会員業務を会員が担当することには無理が

あるため，新たに学会業務を委託する会社を探すことに
なりました．複数の会社から業務を担当したいとの申し
込みがありました．それぞれの会社から会社概要，業務
内容，そして業務委託見積書を提出してもらって慎重に
検討を重ねました．その結果，（株）国際文献印刷社［現，
（株）国際文献社］に業務を委託することになり，現在
に至っています．

会長と副会長の任期　西田さんと私は交代で副会長・
会長を努めました．その結果，二人とも合計 8年間，副
会長と会長の仕事をしたのです．それまでの会長で連続
して 8年間務めたのは，上野輝彌さん，沖山宗雄さん（故
人），尼岡さんの 3名のみでした．率直に言って 3名の
時代には，庶務幹事や編集幹事が主に働き，多くの場合，
会長は大所高所から学会運営を見ていれば問題は生じま
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せんでした．当時は会長が直接判断するような案件は多
くはなかったのです．
しかし，学会が発展するにつれて，委員会が増え，学

会の活動内容も多岐に渡るようになっていました．その
ため，西田さんと私の時代には会長がリーダーシップを
取らざるを得なくなりました．時代が変わったとも言え
るでしょうが，学会の発展に伴うことでもあったと思い
ます．しかし，さすがに 8年も連続して担当すると疲れ
ます．また，一般的に言って，長期に渡って同一の人物
が会長を担うのは望ましいことではありません．そこで，
西田さんと相談して，会則の改定を提案することになり
ました．そして，評議員会と総会の賛成を得て，副会長・
会長を 2期連続して担当することがない現在の制度が
2006年 10月 8日に誕生しました．

英文誌と和文誌の誕生　表紙が黄色い魚類学雑誌は
27年間（1968–1995年）発行されました．私が魚類学雑
誌の編集に関わったのは，1982–1997年の 15年間でした．
現在の英文誌主任と和文誌主任に相当する主任編集幹事
を担当したのは，1983–1986年のことでした．当時，1
年に出版される論文の 95%以上が英文論文となってい
ました．このため英文誌を出版することは可能になって
いたのです．
しかし，最初から英文誌を目指すのではなく，まず，

魚類学雑誌の目次の変更を評議員会で提案しました．当
時の魚類学雑誌の目次は表紙に掲載されていました．目
次は 2段組になっていて，左側が英文の目次，右側が和
文の目次となっていました．しかし，目次が表紙に掲載
されているため，論文数が増えるとスペースが不足する
心配がありました．英文と和文が詰め込まれていて読み
づらいという問題もありました．また，外国会員が会員
の中でかなりの割合となっていたため，英文と和文を分
けた方が，日本人にとっても外国人にとっても読みやす
いのではないかと考えました．これらの条件を考慮して，
表紙に英文の目次を掲載し，裏表紙に和文の目次を掲載
することを提案したのです．
しかし，評議員会において，赤崎正人さん（故人）は

｢松浦さん，英文と和文が一目で分かる今のスタイルが
いいんですよ｣ と発言されたのです．編集する側として
は，その発言には異論がありましたが，評議員会の場で
議論を続けても結論を得ることは難しいと判断しました．
そこで，数年後に一挙に解決を目論みました．会員にア
ンケート調査を実施したのです．全会員に往復葉書で英
文誌の発刊（英文誌と和文誌に分ける）について意見を
聞きました．その結果，圧倒的多数の会員が英文誌の発
刊に賛成してくれました．会員の意見が明らかになった
ので，今度は評議員会でも英文誌と和文誌の発行につい
て承認を得ることができました．
ただ，当時，私も含めて編集幹事が心配していたのは，

和文誌の発刊を続けることができるかどうかでした．英
文誌と和文誌の両方を出版した場合の経費は推算してい
たので，予算的には十分成り立つと考えていましたが，

問題は和文誌に原稿が集まるかどうかでした．そして，
心配は現実のものとなりました．英文誌の投稿数は順調
に伸びていきましたが，和文誌の投稿数はなかなか増え
ませんでした．この傾向はごく最近まで続いていました．
しかし，編集委員会の努力によって投稿規定の改訂を含
む様々な工夫が行われた結果，和文誌の内容は多彩にな
り，投稿数も増加に転じました．
英文誌を新たに作ることになったため，英文誌と和文

誌の表紙デザインを一新することになりました．そのた
め，主任編集幹事を担当していた宮　正樹さんが出版物
のデザイナーを探してくれました．宮さんが紹介してく
れた女性デザイナーは自然史に興味をもっている人でし
た．宮さんとデザイナー，そして私の 3人が，当時，新
宿にあった国立科学物館の図書室に集まり，新たな学会
誌の表紙について相談しました．また，宮さんと二人で，
デザイナーの工房を訪問して，検討を重ねたことを覚え
ています．その結果，様々な魚が渦を巻いているように
見える独自色のある表紙デザインが誕生したのです．
英文誌と新たな和文誌の出版は 1996年（43巻）に始

まりました．当初，英文誌は（株）国際文献印刷社［現，
（株）国際文献社］で印刷を行っていましたが，後に国
際的な出版社に出版業務を委託することにしました．国
際的な出版社に委託すれば，編集作業が効率的に進むよ
うになりますし，学会誌の認知度を上げるためにも役立
つと考えたのです．そこで，よく知られた二つの出版社
に見積もりを依頼しました．同時に，それぞれの会社の
編集体制など，会社の実情を示す資料も提出してもらい
ました．いずれの会社も優れた能力を有していましたが，
シュプリンガー・フェアラークの東京支社［現，シュプ
リンガー・ジャパン（株）］の方がマンパワーにおいて
優れていたため，シュプリンガーに出版を委託すること
になりました．そして，2001年（48巻）から英文誌はシュ
プリンガーが印刷することになったのです．

Second Indo-Pacific Fish Conference (IPFC2)　 最 初 の
IPFCは 1981年にシドニーのオーストラリア博物館で開
催されました．参加者は約 80人という小規模の国際会
議でした．IPFCの主催者の一人であった John R. Paxton
さんが当時の魚類学会の編集委員長であった上野さんに
第 2回の IPFCの日本開催を打診しました．そして，
IPFC2の日本開催が役員会で 1981年の後半に検討され
たのです．

IPFC2の日本開催を実質的に決定したのは，1981年
12月の魚類学会役員会の忘年会だったと記憶していま
す．上野さんの提案に対して，石山さんが ｢ぜひやろう
じゃないか｣ と発言されたのです．さらに，亡くなった
ジャック・モイヤーさんも，｢それは素晴らしい，ぜひ，
やりましょう｣ と賛同したのでした．役員会にとって，
国際会議開催は未経験のことであったため，心配がなかっ
たと言えば嘘になるでしょう．しかし，日本の魚類学を
発展させる良い機会になるのだから，｢やってみようじゃ
ないか｣ ということになったのです．
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IPFC2（当時の日本語名称は第 2回太平洋・インド洋
の魚類に関する国際研究会議）に関する様々な事柄を役
員会で検討している際に，IPFC2の名誉総裁に明仁皇太
子殿下（当時）になって頂いたらどうだろうかという提
案がありました．この提案は実現困難に思えたのですが，
石山さんが熱心に説かれて，宮内庁に要望することにな
りました．その結果，大方の予想に反して，皇太子殿下
は IPFC2の名誉総裁に就任され，口頭発表もされたので
す．なお，IPFC2については，魚類学雑誌 32巻 3号と 4
号の会記に開催結果の報告が収録されています．

学会賞　魚類学会の会則第 3条（現在は，一般社団法
人日本魚類学会定款第 4条に該当）に ｢・・・魚類学上
顕著な業績に対する授賞などを行う｣ と明記されていま
すが，学会賞の制度が実現したのは 2001年からでした．
会則に明記されていたにもかかわらず，なぜ，魚類学会
設立から 33年間も学会賞制度が制定されなかったので
しょうか．
その理由は一つしかありません．学会賞を設けると，

賞をめぐる争いや派閥のようなグループが生じることを
恐れた役員がいたからです．私が庶務幹事になった
1980年以降，役員会で何回か学会賞が話題になったこ
とがあります．学会賞の制定を主張されていたのは，石
山さんでした．しかし，他の役員から，｢制定するとかえっ
て学会の妨げになる事態が生じるかもしれない｣ という
懸念が表明されて，実現に至らなかったのです．
このような懸念をもつ役員は，｢他の学会において，

学会賞の選考が研究者の学派の影響を受けて行われてい
る嫌いがある｣ と述べていました．そのような事が本当
にあったのかどうかは判りませんが，当時の役員会では
学会賞を敢えて制定する必要はないという認識でした．
しかし，多くの学会が若手を支援する意味も込めて「奨

励賞」制度を設けるようになっていました．魚類学会が
手をこまねいていては，若手会員が研究ポストに応募す
る場合，｢受賞歴｣ に何も書けないことになってしまい
ます．学会として若手研究者を支援できる方策があるな
らば，躊躇することはないだろうという意見が大勢を占
めるようになり，ようやく学会賞が実現したのです．

第 9 回 イ ン ド・ 太 平 洋 魚 類 国 際 会 議（IPFC9）　第 9
回インド・太平洋魚類国際会議組織委員会，日本魚類学
会および沖縄美ら島財団の共催によって，2013年 6月
24–28日に沖縄県宜野湾市の沖縄コンベンションセンター
で第 9回インド・太平洋魚類国際会議（IPFC9）が開催
されました．IPFC9には 36の国・地域から 532人が参
加し，328件の口頭発表と 134件のポスター発表が行わ
れました．大成功に終わった IPFC9でしたが，開催に至
る道のりは決して平坦ではなかったのです．

IPFCの国際運営委員会（International Steering Committee）
は事前に複数の次回開催候補を募ってきましたが，2009
年 6月上旬にオーストラリアのフリーマントルで開催さ
れた IPFC8の直前になっても次回の候補は皆無でした．
そのため，国際運営委員会の委員長である Jeff Leisさん

から ｢次回開催の応募がないため困ったことになった．
日本で次回開催を検討してもらえないか｣ というメール
を受け取りました．私は同委員会のメンバーでした．Leis
さんは古くからの友人でした．しかし，IPFCの開催は簡
単なことではありません．もし，日本で開催するなら，
日本魚類学会の支援が必須となります．そこで，Leisさ
んに，当時の魚類学会会長であった西田さんにメールで
依頼するように返事を送ったのです．

Leisさんの依頼を受けて，西田さんは幹事会で速やか
に検討した後，全評議員にメールで IPFC9の日本開催に
ついて意見を求めました．その結果，55名の評議員の
うち，41名から回答がありました．37名の評議員が日
本開催に賛成で，4名の評議員は慎重に検討する必要が
あるという意見でした．つまり，非常に重要な事柄であ
るから，正式な決定は秋に開催される評議員会で行うこ
とが望ましいという意見もあったのです．
西田さんは東京大学海洋研究所（現，東京大学大気海

洋研究所）の所長として，非常に多忙な毎日を過ごされ
ていました．そのため，西田さんは IPFC8には参加でき
ませんでした．そこで，私が IPFC8で日本開催の可能性
について説明することになりました．私は IPFC8で ｢日
本魚類学会評議員会は IPFC9の日本開催を暫定的に了承
したが，最終的決定は年会時の評議員会で行う｣ と説明
しました．しかし，同時に，開催の可能性は極めて高い
と述べました．評議員会の意見分布を見れば，可能性は
極めて高いということになるからです．
評議員から慎重に検討すべき，という意見が出るのは

当然なのですが，検討すべき課題は明瞭です．誰が責任
をもって推進するか，そして，予算的に可能なのか，と
いうことが問題だったのです．私はフリーマントルに行っ
た時点で，組織委員会の責任者にならざるを得ないと腹
を括っていました．また，予算については，参加費のみ
で何とか開催できると考えていました．

IPFC9の 28年前に東京で開催された IPFC2には 26カ
国から 251名が参加していたので，IPFC9には倍の参加
者を見込めると予測していました．その根拠として，
2005年に台北で開催された IPFC7の経験がありました．
IPFC7の参加者は 500名を超えていたのです．日本で開
催すれば，台湾より参加者が多くなることは，他の国際
会議の例を見ても間違いないと思っていました．そうな
れば，参加費のみで IPFC9を開催できます．また，魚類
学会には，IPFC2の余剰金が 150万円余りあったので，
組織委員会の初動経費としては十分でした．
帰国後，IPFC9を日本で開催する件について検討する

ためのワーキンググループを組織し，課題を洗い出して，
秋に開催される評議員会で報告することになりました．
ワーキンググループの委員長は私が務めることになり，
遠藤広光さん，木村さん，佐野光彦さん，中坊徹次さん，
林　公義さんに参加してもらいました．ワーキンググルー
プで検討した結果，開催地の最有力候補は沖縄県となり
ました．また，IPFC9は魚類学会が主催するのではなく，
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実行委員会が組織することになりました．組織委員会の
委員長は私が担当することになりましたが，組織委員会
に参加してもらう人をどうするかが大問題でした．国際
会議の組織という非常に重たい仕事を担うメンバーです．
行動力のある人でなければ務まりません．また，沖縄で
開催することになったため，現地の会員に組織委員会に
入ってもらう必要があります．多くの方々と相談しなが
ら，組織委員会のメンバーを決定しました．その結果，
組織委委員会は以下の構成となりました．組織委員長：
松浦啓一；副委員長：西田　睦さん・林　公義さん・立
原一憲さん；組織委員：川瀬裕司さん，木村清志さん，
佐藤圭一さん，篠原現人さん，戸田　実さん，本村浩之
さん．

IPFC9が成功したのは，組織委員会の全員が奮闘した
からですが，業務を担当してくれた近畿日本ツーリスト
（株）の活躍も忘れることはできません．また，多くの
会員や会社等の組織から予想を超える寄付が寄せられま
した．中でも沖縄美ら島財団からは多額の寄付がありま
した．さらに，同財団の沖縄美ら海水族館の館長であっ
た内田詮三さんは様々な援助をして下さいました．そし
て，内田さんの紹介によって日プラ（株）や住友化学（株）
からも多額の寄付がありました．IPFC9が成功したのは，
多くの人々の支援があったおかげです．しかし，組織委
員会が必ず成功させるという強い志をもっていなければ，
大きな成果を生み出すことはできなかったことでしょう．

（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）
 

学会事務センターの破産という
事態との遭遇から何を学ぶか

日本魚類学会がその会務・資産管理を委託していた財
団法人日本学会事務センター（以下，学会事務センター）
が，2004年 8月に破産しました．学会事務センターに
は本学会以外にも約 300の学協会が学会事務を委託して
いましたが，これらにたいへんな被害が及びました．こ
の出来事への本学会の対応の概要については，松浦啓一
さんの「魚類学会史のエピソード」に記されています．
私はちょうどこのとき本学会の会長を務めており，本件
への対応に追われるという珍しい体験をしました．ここ
では，この対応の中から何が学べるかについて少し記そ
うと思います．

組織と組織の仕事の関係であっても人と人のよい関係を　
本学会は，学会事務センターの財務状況が怪しいという
情報を入手した段階で，比較的早く対応策を講じたので，
被害が巨大にならずにすみました．のんびりしていたら，
もっとたいへんなことになっていたでしょう． 学会事
務センターの本学会担当者とよい関係を築いていて，コ

ミュニケーションがよく保たれていたことがよかったと
思います．そこから導かれる教訓のひとつは，組織と組
織の仕事の関係であっても，人と人のよい関係を作って
おくこと，ということになるかと思われます．

資産の管理を他者に委ねるということの潜在的な危険性　
第 2には，資産の管理を他者に委ねるということには潜
在的な危険性があるということを認識しておくべし，と
いうことがあると思います．預け先が破産したら，預け
てあった財産等のすべてが管財人の管理下に入り，われ
われ債権者は手を出せなくなります．本件では，破産時
の学会事務センターの財務状況があまりにも悪かったため，
配当はゼロとなりました．こうした場合でも，誰も補償
などしてくれません．最後は自己責任だということです．
このことをしっかり認識しておく必要がありましょう．

学会の組織としての健全性　本件に遭遇しての損失は
経済的なものだけではありません．学会事務センターの
状態が怪しいという気配が感じられ始めた 2004年の春
ごろから，最後は管財人とのやり取りをした債権者集会
の最終回が開かれた 2005年の 6月まで，ほぼ 1年にわ
たってさまざまな対応に追われました．とりわけ 2004
年 11月に（株）国際文献印刷社に業務委託をするまで
の数か月，学会の幹事会のみで学会業務をこなしました．
これらに投入された労力的支出は大きなものがありまし
た．その中でこの危機を無事乗り越えられたのは，本学
会が組織としてしっかりしていたことが大きいと思いま
す．とくに幹事会（会計幹事・庶務幹事・副会長・会長）
の力を合わせての奮闘がカギでした．そして，学会の中
に大きな動揺もなく，この危機を粛々と乗り越えること
ができました．したがって，第 3の教訓は，学会が組織
としてしっかりしていることが大切だ，ということにな
ります．この観点から，本学会が法に基づく法人組織に
なったことは，たいへん重要なステップだと思われます．

組織・団体の役員になることの重さ　学ぶべき点の第
4は，組織・団体の役員になることはたいへん重いこと
である，ということかと思います．これは，学会事務セ
ンター側から学べることです．当時，同センターの理事
長は，東京大学名誉教授の光岡知足先生でした．同氏は
腸内フローラと機能性食品などの研究で大きな業績をあ
げた研究者です．1971 年に東大出版会を母体として発
足した学会事務センターの理事長や理事の一部は，学界
の代表的な研究者等が非常勤・無給で就任していました．
そして運営の実質は数名の常勤理事が担っていました．
この流れの中で光岡先生は理事長になっており，常勤理
事によってなされたずさんで不正常な経営について，破
産直前まで気づけなかったということです．気づいた後，
破産を食い止めようと努められましたが，すでに手遅れ
でした．光岡先生は，理事長職を気軽に引き受けたこと
自体が大きな誤りであったと反省しておられるというこ
とです．同先生は，最終的には私財 3000万円を拠出し
て被害学会との和解に努められました．ここから学べる
ことは，組織・団体の理事長や理事などの役員になると
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いうことは，大きな責任を負う行為だということです．
私は当時このことに気づき，学会長の責任の重さを改め
て自覚した次第です．学会は大きな事業に投資をして多
額の損失を出すような組織ではありませんが，責任の重
いことには間違いありません．本学会に関して言えば，
法人化によって会長（理事長）の責任が理事に分散され
るということも，法人化のメリットのひとつと言われて
います．

おわりに　以上，本学会がその会務・資産管理を委託
していた学会事務センターの破産という事態に遭遇した
経験から何が学べるかということを，少し考えてみまし
た．何か参考になることが抽出できていれば幸いです．
いま本学会が歩み始めた法人化への道は，上述のように
この学びの一部を生かす道のように思えます．この歩み
の中で，日本魚類学会の組織の強化や運営の安定化が進
むことを期待したいと思います．

（西田　睦　Mutsumi Nishida：〒 903–0213　沖縄県中頭
郡西原町千原 1　琉球大学　e-mail: nishida@jim.u-ryukyu.
ac.jp） 

日本魚類学会史委員会の設立

日本魚類学会史委員会は，近い将来において学会史の
編纂事業が必要であることから，2002（平成 14）年 9
月の魚類学会役員会において「日本魚類学会史プロジェ
クト」を開設し，併せて本委員会を設置することが決定
され，10月の評議員会を得て正式に発足しました．日
本魚類学会は 1968（昭和 43）年 3月に設立準備が整い，
同年 4月に設立総会（出席者 50名）が開催され，趣旨
説明と学会の諸規定の審議が行われ，岡田彌一郎氏が初
代会長に推挙されて，学会としての正式な発足が承認さ
れました．
この発足を機会に学会誌（現和文誌）である「魚類学

雑誌」の発行所が，日本魚類学会と改正提示されました
（15巻１号：1968年 12月発行）．1946（昭和 21）年に魚
類研究に興味のある人々によって「魚の会」が結成され，
会誌として「魚（UO）」が 1948（昭和 23）年 8月に発
刊されました．会誌「魚」はその後も，魚学の専門誌と
して「魚類学雑誌」と誌名変更され，1巻 1号が 1950（昭
和 25）年 8月に創刊されました．この創刊号から 14巻
3号までの発行所は「魚の会」や「日本魚学振興会」です．
「魚類学雑誌」の発刊経過や「日本魚類学会」の発足
経過，学会設立当時の役員や会員の中には「魚の会」の
運営委員や会員としての魚類研究者が少なくなかったこ
とを鑑みると，日本魚類学会史の編纂にあたってはこの
魚類学会設立以前の時代に遡って，資料と情報収集を委
員会として行う必要がありました．これまでに田中茂穂・
阿部宗明・羽根田彌太・簑島清夫氏らの寄贈・所蔵資料
の中から編纂に活用できる情報収集を進めてきました．

また日本魚類学会が発足してから 50年近くが経過する
今日にあっては，学会員の年齢も 3世代以上の差が生じ
てきていることから，研究の先達の方々によるインタ
ビュー記事を採録し，魚類学研究の発展や学会の歴史を
少しでも理解していただきたいという主旨の基に，学会
誌への掲載発表「先達に聞く」シリーズを推進してきま
した．これまでに石山禮蔵氏（49巻 1号）を初回とし
て上野輝彌氏（64巻 2号）まで 10人の先達を紹介でき
ました．今後も先達各氏の談話の中から貴重な魚類学や
学会の歩みに関する情報が得られるであろうことは，今
後の編纂事業に大いに期待できる企画と考えています．
学会の歴史を少しでも多く残せる情報収集を推進するた
めには 3人の担当委員だけでは決して十分ではなく，会
員諸氏のご協力を期待しています．

（林　公義　Masayoshi Hayashi：〒 239–0812　神奈川県横
須賀市小原台 61–6　e-mail: totohayashi@muj.biglobe.ne.jp） 

自然保護委員会の設立

魚類学会年会の運営に翻弄された 2000年の秋も深ま
り，ほっと一息ついた頃，東京水産大学（当時）の丸山　
隆さんから 1本の電話がかかってきました．ブラックバ
ス問題に対応するため，学会の力を貸してくれないかと
いう内容でした．具体的には自然保護委員会なるものを
設置し，組織として対抗していこうというものでした．
私は 1994年度から丸山さんの後任として庶務幹事を仰
せつかっていたことや，庶務には会員からの相談窓口の
役割があったことから白羽の矢を立てられたのでしょう．
理由はともかく，この申し入れは私にとってあまりに

タイムリーでした．この年の 5月頃だったか，写真家で
生物多様性研究会代表の秋月岩魚さんの著書『ブラック
バスがメダカを食う』（宝島社，1999年）を読んで大き
な衝撃と感銘を受け，社会問題化しつつあったブラック
バス問題に対して博物館の学芸員という立場で何ができ
るかを模索していたからです．8月 9日付けの神奈川新
聞に寄稿したブラックバスの密放流を糾弾する記事に噛
みついてきたバスプロがおられ，それに対抗すべくブラッ
クバス問題に先駆的な取り組みをされていた滋賀県立琵
琶湖博物館の中井克樹さんや生物多様性研究会の方から
アドバイスをいただいていたこともモチベーションを一
気に高め，行動を加速させる原動力となりました．

12月 11日，丸山さんから今度はメールでもう一つ申
し入れがありました．水産庁が進めているバスの漁業権
魚種認定を阻止するため，学会から反対声明を出せない
かというものでした．即座に対応しましょうということ
で，翌 12日の夜中に丸山さんから声明文案が送られて
きましたので，13日の早朝から評議員の方々に賛意を
求めるメールを発信したところ，全員からの素早い賛意
の表明と，文案へのコメントを頂戴し，14日には「今
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後のブラックバス政策に関する要望書」の原案が完成し
ました．この間，わずか 2日！

12月 15日，私は千葉県勝浦市にある千葉県立中央博
物館分館海の博物館で開催された 2000年度第 7回役員
会に出席し，自然保護委員会の設立と，要望書の提出に
ついての説明を行い，役員会での賛意を得ることができ
たのです．ただし，この時点では肝心の委員会要綱や組
織についてはまったくの白紙でした．また，要望書の提
出は，年明け 2月 24日に立教大学で開催が予定されて
いた公開討論会「ブラックバスを考える」（生物多様性
研究会・日本釣振興会共催）の前に行うことで意見が一
致しました．この年，日本釣振興会（日釣振）が進めて
いたブラックバスの公認釣り場増設を求める「百万人署
名」の締め切りが 12月末に迫っており，翌 1月中にはと
りまとめて各県知事に提出という情報もあり，このよう
に大規模な政治的活動の影響力を危惧した結果，先手を
取るためにもその公表前に学会としての基本姿勢を示し，
ブラックバス問題の何が問題かをマスコミや国民に広く
伝える必要があったのです．そのためには年末までに自
然保護委員会要綱案や委員候補の同意も含めて委員会組
織案を作成し，1月中には委員会の設立と要望書の提出
について評議員からの承認を得なくてはなりません．
役員会から戻ると直ちに要綱案と組織作りが開始され

ました．委員会の要綱については北海道大学（当時）の
後藤　晃さんに原案作りをお願いし，国立科学博物館の
松浦啓一さんや近畿大学の細谷和海さんらも加わって，
3部会制にすることが話し合われ，委員や部会員の人選
などが手分けして進められました．この作業は正月を挟
んで 1月 11日夕方まで続き，要綱案と要望書案は 11日
付けで 19日を期限として評議員に発送されるという慌
ただしさでした．多くの評議員にはメールで状況が伝わっ
ていたことや，年末にはメールを使っていない評議員の
方に電話で事情を説明し，速やかなる対応をお願いして
いたこともあり，期限を待たずに過半数の賛意を得るこ
とができました．

2001年 2月 9日の役員会において，圧倒的多数の賛
同を得て，自然保護委員会は正式に発足，スタートしま
した．シンポジウムの開催や，書籍の出版，折に触れて
提出してきた各種意見書や要望書については学会ウェブ
サイトにアーカイブ化されているので参照いただくとし
て，ブラックバス問題を契機とした自然保護委員会の設
立は，魚類学会として社会問題に本格的に取り組む姿勢
を社会に向けて強くアピールした初めてのケースとして，
学会史上特筆すべき出来事であると考えています．
ただ，その歩みは決して平坦なものではありませんで

した．とりわけ最初の課題として取り組んだブラックバ
ス問題を扱っていた時期は，日本の生物多様性を守れる
かどうかの瀬戸際であり，正に非常事態と言えるもので
した．その中にあって，委員会のメンバーは，政治家や
釣業界，水産庁や環境省，漁協や漁連，自然保護団体，
マスコミ，ジャーナリスト，市民までもが複雑に絡み合っ

た中で活動し，メンバーによっては危険な領域にまで踏
み込まざるを得ない場面があったことも事実です．
自然保護委員会の活動は，あくまで魚類学の専門家と

しての立場を堅持し，学術的，科学的根拠に立脚したき
わめて正当なものでなければなりません．しかしながら，
生物多様性の保全は人間が行うことであり，価値観の違
いや利害関係に端を発した人間同士の衝突に関わること
を避けて通れないこともあるでしょう．ブラックバス問
題という非常時に培った様々な経験を生かし，魚類の多
様性保全に向けた活動が効果的かつ意義あるものになる
ことを願ってやみません．

（瀬能　宏　Hiroshi Senou：〒 250–0031　神奈川県小田原
市入生田 499　神奈川県立生命の星・地球博物館　e-mail: 
senou@nh.kanagawa-museum.jp）
 

標準和名検討委員会の設立

学生時代，未知なるものを知った喜びからか，記載冒
頭の魚名に「新称」や「new Japanese name」の表記を見
つけますと，素直に感動を覚えたものです．しかしなが
ら，学会活動に深く関わるようになり，自分自身で標準
和名を命名する機会が増えるにつれて，標準和名に対す
る認識が研究者によって大きく異なることがわかってき
ました．学会誌で命名されているのですから，学会や研
究者によってオーソライズされていると当然のように思っ
ていたのですが，それは大きな勘違いであることに気が
ついたのです．
例えば，生物の名称には国際標準の学名があるのだか

ら，和名なんかどうでもよいとか，学名の命名は学問だ
が，和名は学問ではないと主張する人がいます．そんな
話を信頼している研究者から聞きますと，それまで標準
和名に思い描いていた理想像が音を立てて崩れるようで，
なんともやるせない思いをしました．ただ，その一方で，
それならばなぜ学会誌掲載の論文中でわざわざ標準和名
を提唱するのか，また，学問でないならなぜ学会誌から
排除しないのか，そしてそもそもどうでもよいと言って
いる人に限ってやたらと標準和名の運用にうるさいのは
なぜ？という疑問が頭をもたげてきました．
これは一度歴史を振り返り，標準和名の何が問題なの

かを整理しておく必要があると感じました．そこで
1995年 9月に京都大学で開催された 1995年度日本魚類
学会シンポジウム「魚名に関する諸問題」において，私
は「プロのエゴとアマチュアの理想～新和名提唱にあたっ
ての提言～」というテーマで話題提供し，標準和名が抱
える様々な問題点を指摘し，命名に関するガイドライン
を学会レベルで起案するよう主張しました．残念ながら，
学会からの反応はほとんどありませんでしたが，生物多
様性という概念が一般化し，インターネットでの情報交
換が容易になってきたこともあり，研究の世界とはこれ
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まで無縁だった人たちがいろいろな標準和名に触れる機
会が多くなりますと，その命名法にあれこれ意見する人
たちも増えてきました．
そこで徳島県立博物館の佐藤陽一さんの力を借りて，

2000年 10月に日本魚類学会公開シンポジウム「魚の和
名を考える～差別的名称をどうするか」を職場の神奈川
県立生命の星・地球博物館で開催しました．佐藤さんに
声をかけたのには理由がありました．この年の 6月，佐
藤さんが中心になって，徳島県博では「差別的生物名称
の使用についてのアンケート」を自然史系博物館，水族
館，動物園を対象に実施していたからです．和名には様々
な問題があることを広く知ってもらい，強く印象づける
ためには，話題性の高いテーマを扱うのが手っ取り早く，
その意味で「差別的名称」はうってつけだと考えたのです．
このシンポジウムの意義は，差別的名称について一定

の見解を示したこともありますが，「標準和名提唱・変
更に際してのガイドライン（案）」を提示し，学会内に「標
準和名検討委員会」を組織して，標準和名が抱える様々
な問題の解決に向けて学会レベルで取り組むべきである
と提言したことです．学会の目的が魚類学の進歩と普及
にあるとすれば，その担い手である標準和名の問題に学
会が取り組むのは当然であると学会主催のシンポジウム
で公言できたことは大きな成果でした．
このシンポジウムから少し時間を空けた 2002年 4月

18日，国立科学博物館分館で開催された役員会におい
て，標準和名検討委員会の構想を説明した結果，私と佐
藤さんとで設立準備を進めることが決定されました．ほ
ぼ同時期，国立科学博物館の松浦啓一さんが編著者の一
人となって企画された『虫の名，貝の名，魚の名―和名
にまつわる話題』（東海大学出版会，2002年 11月刊行）
の中で，私はそれまでに得た和名に関する様々な問題を
解説した「標準和名の安定化に向けて」，佐藤さんは差
別的名称シンポジウムや同アンケート調査の成果を「魚
の困った名前―差別的和名をどうするか」というテーマ
で寄稿する機会を得ました．この本に関わったことで，
和名に関する論点がより明確に整理され，将来に向けて
の足場固めができたことは幸いでした．

2002年 10月，構想から 7年，長い準備期間を経て，信
州大学で開催された評議員会において，標準和名検討委
員会設立に向けての趣旨説明を行いました．この説明に
はかなりの緊張を強いられました．と言うのは，果たして
学会に委員会まで設けて取り組むべき課題として評議員
の皆さんに認識していただけるのか，まったくの未知数だっ
たからです．しかしながら，シンポジウム開催などの取り
組みを評価いただいた何名かの方からの力強い後押しも
あり，設立に向けて動き出すことが承認されました．
こうなれば前進あるのみです．まずは標準和名を扱う

現場にいる方の中から委員候補者を人選し，地方の公立
博物館の学芸員という立場だった私と佐藤さん以外では，
大学博物館の立場から京都大学総合博物館の中坊徹次さ
ん，水産物との関連が深い立場から築地お魚資料館の坂

本一男さん，水族館という立場からは葛西臨海水族園の
櫻井　博さんに加えて，学会編集委員会の立場から木村
清志さんに参画いただくことが決定しました．
年明けの 2003年 1月下旬，委員候補者の方々と要綱

原案を作成し，途中水産庁から横やりが入るハプニング
もありましたが，2月上旬には無事に役員会へ提出する
ことができました．役員会からの修正指示やご意見も取
り入れ，評議員会への承認手続きを取った結果，3月 24
日付けで賛成多数で無事設置が承認されました．
これまでの活動を振り返りますと，標準和名を学術名

として学会レベルで初めて定義したことと，個人的な活
動では解決できない差別的名称の改名に取り組んだこと
は，とりわけ意義深い成果であったと考えています．最
近では命名基準となる標本の指定や語源の解説など，標
準和名命名時に配慮すべき習慣が根付きつつあり，標準
和名の議論そのものが論文として扱われる事例も出てき
ました．これらのことも，当委員会の活動があればこそ
と大きな手応えを感じています．最近では委員会として
取り扱われる課題があまりない状況が続いていますが，
裏を返せば大きな問題は概ね出尽くしており，これまで
の取り組み成果を踏まえて，委員会の目的であるガイド
ライン策定の段階に入ったのではないでしょうか？会員
諸氏のますますのご理解とご協力を賜りたく，ここにお
願いする次第です．

（瀬能　宏　Hiroshi Senou：〒 250–0031　神奈川県小田
原市入生田 499　神奈川県立生命の星・地球博物館　
e-mail: senou@nh.kanagawa-museum.jp）
 

電子情報委員会の誕生と黎明期の活動

日本魚類学会に電子情報委員会が誕生する以前は，庶
務幹事（1998–2002年）あるいはホームページ担当（2003
年）が学会ホームページの制作や更新，インターネット
の特性を活かした学会運営の改善などに取り組んできま
した．2000年代に入るとインターネットが広く普及して，
多くの人がホームページや電子メールをふつうに利用す
る時代に突入しました．これに伴って学会がインターネッ
ト経由で送受信する電子情報が多様化するとともに，そ
の情報量も急増していきました．また一方では，デジタ
ルカメラの普及によって写真や動画のデジタル化が急速
に進み，年会における研究発表への対応が求められるよ
うになってきました．このように，学会で電子情報を扱
う環境が大きく変化したことにより，もはや 1人の担当
者ですべての問題に取り組むことが困難になってきまし
た．こうした経緯により，2003年 10月に電子情報委員
会が設立されて現在に至っています．
ここでは，学会ホームページの誕生と変遷，年会の参

加登録システムとパソコンによる口頭発表の導入につい
て，電子情報委員会が誕生する前後の苦労話などを交え
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て紹介します．
学会ホームページの誕生と変遷　電子情報委員会が誕

生するいちばん最初のきっかけは，学会ホームページの
立ち上げでした．1996年の夏に，当時庶務幹事をされ
ていた篠原現人さん（国立科学博物館）からこのことに
ついて，私のところに相談がもちかけられたのです．
ここでちょっと 1996年当時のパソコンとインターネッ

ト環境について想像してください．それまで主に文字情
報のやり取りをしていたパソコン通信が役目を終えて，
インターネットの利用へ移行が始まったころです．この
前年には，Microsoft Windows 95が大ブレークして，一
般家庭にパソコンが普及するきっかけをつくりました．
当時の一般家庭では，電話回線のダイアルアップによる
インターネット接続が主流で通信速度はおよそ 28 kbps，
ISDNを利用しても 64 kbpsというところでした（2017
年現在では光回線を用いて最速 1 Gbps）．私の机上でも
2.4 kbpsのモデムが接続された Macintoshの SE/30とお別
れをして，28 kbpsモデムを搭載した Performa 6310（OS
は漢字 Talk7.5）を使い始めたころです．それまでの限
られた文字情報の通信ではなく，きれいな写真やデザイ
ンの施された世界中のホームページへ簡単にアクセスで
きるインターネットの世界にすっかり魅了されていまし
た．ホームページを活用して，自ら研究成果などを情報
発信にうまく活用できないか考えていたところです．
ちょうどそんなところに魚類学会のホームページ立ち

上げの話が来たものですから，この話を即座にお引き受
けすることにしました．当時，文部省学術情報センター
（現，国立情報学研究所）は学会ホームページ公開用の
サーバを無料で提供しており，既に数十の学会が利用を
開始していました．そこでまず，他学会のホームページ
を縦覧して，魚類学会がホームページを通じてどんな情
報発信をすべきかについて検討しました．その検討結果
を 1996年 8月 31日に国立科学博物館分館（新宿）で行
われた役員会（会長，副会長，庶務幹事，会計幹事，編
集幹事，および学会事務センターの職員が参加）の席で
報告しました．その時私は学会の役員ではなく，1998
年から役職を頂くまでは一会員のボランティアとして必
要な時に役員会に参加させていただいておりました．
その時役員会で配布した説明資料が手元に残っていま

す．A4紙 1枚にまとめた「インターネット上での日本
魚類学会の情報発信について」という資料と，既に学会
ホームページを立ち上げている他学会（日本物理学会，
日本海洋学会）の事例を紹介した資料です．前者の資料
では，（1）誰を対象とするか（魚類研究者向けには日本
語と英語のページが必要，一般の人向けのサービスはど
うするか），（2）何を提供するか（学会の案内，和文誌・
英文誌に掲載された論文タイトル，年会開催の案内，最
新情報の提供など），（3）どんなやり取りができるか（電
子メールによる各種受付），（4）ホームページの更新に
ついて（ネットの特性を活かして最新情報を提供する）
について説明しました．その上で，当面は提供する情報

を最小限にとどめ，電子メディアの特性を活かした迅速
な情報発信を試行的に行ってはどうかと提案しました．
この提案が承認されると，早速学会ホームページの作

成を開始しました．当時ホームページを作成するには，
htmlタグを使ってページや文字の体裁を指定していくの
が一般的で，作成したファイルを転送ソフトでサーバに
送る必要がありました．ちょうどこのころから，ワープ
ロで図入りの文書を作成する感覚でホームページを作成
することができるソフトが発売されるようになりました．
そこで，発売から間もない「Adobe PageMill 1.0J」とい
うソフトと，「Internet ホームページ用素材集」という
CD-ROM付きの書籍を学会で用意していただきました．
ソフトや素材をいじくりながら，どんなデザインにする
か，どんなページ構成にするか，庶務幹事の篠原さんと
連絡をとりつつ，しばらくの間試行錯誤を繰り返すこと
になりました．1996年 11月末にはページの骨組みが出
来上がったプロトタイプが完成し，翌 1997年 2月 16日
（過去の評議員会や総会の資料に 9月 10日とあるが，2
月 16日が正しい）から正式に日本魚類学会ホームペー
ジの公開が始まりました（図 1）．前述した学術情報セ
ンターのサーバからの公開です．
トップページのいちばん上には，「THE ICHTHYOLOGICAL 

SOCIETY OF JAPAN 日本魚類学会」という看板と英語
ページへのリンクボタンを掲げ，その下に大項目として
「日本魚類学会の概要」，「日本魚類学会の学術雑誌」，「活
動状況と今後の予定」，「入会方法」，「お知らせ」，「ご意
見・お問い合わせ」を挙げて，それぞれの項目から詳し
い内容の書かれたページにリンクを張りました．重要な
お知らせがある場合には，これらの大項目の上にスペー
スを取ってよく目立つように掲示しました．例えば
1997年 9月 10日更新のトップページには，年会開催に
関する速報が掲げられています（図 1）．当時，年会開

図 1.　日本魚類学会の最初期のホームページ．図は 1997
年 9月 10日更新のページであるが，速報として掲載した
お知らせ以外は 2月の開設当時と同じである．
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催の案内は 5月頃に発行される魚類学雑誌に詳しく掲載
されていました．それ以降に何か変更が生じて会員に連
絡する必要が生じた時には，改めて案内を郵送するしか
ありませんでした．当時は会員情報として電子メールア
ドレスをまだ収集していなかったのです．このため，急
なお知らせや軽微な変更が生じた際に年会参加者へお知
らせする手段としてたいへん重宝しました．
学会ホームページをより魅力的なものにする試みとし

て，1998年 5月から学会誌の最新号に掲載された論文
から線画または写真を 1点選び，トップページに掲載し
ました（図 2）．これによりトップページが学会のホー
ムページらしくなり，概ね好評でした．その反面，ホー
ムページの中で一番目立つ「一等地」を広く使いすぎて
しまうことから文字情報の量が制限されていました．こ
のため，論文からの図の掲載はおよそ 4年で終了し，トッ
プページの文字情報を増やす形に変更しました（図 3）．
もう一つの試みとして，2000年（過去の評議員会や

総会の資料に 2002年とあるが，2000年が正しい）から
希望者を対象として年会で発表した研究をホームページ
で一定期間紹介しました．年会に参加していれば，気に
なった研究の発表者をつかまえて自由にディスカッショ
ンが可能ですが，参加出来なければそうもいきません．
また，発表者からしてみれば，自分の発表に興味を持っ
ている人は，年会に参加した人以外にも潜在的にもっと
たくさんいるはずです．このような両者にとってメリッ
トとなることを叶える手段としてインターネットの活用
を試みたわけです．研究内容は，学会のホームページか
ら既定のフォーマットで公開する方法と，学会のホーム

ページから発表者が作成するホームページへリンクを張
る方法を選択できるようにして，年会の会告やホームペー
ジでアナウンスを行いました．利用率は研究発表全体の
1–2割程度でしたが，2004年に琉球大学で開催された年
会では台風の影響で 2日目の発表が中止になったことか
ら，後から追加で研究紹介を受け付けたことがあります．
インターネットを活用した研究紹介は，2011年まで続
けられました．
このような形で学会ホームページを 1人で管理してい

たので，私が不在の時にはすぐに更新作業が行えないこ
ともありました．また，更新頻度や取り扱う情報量はホー
ムページの開設以来年々増加し，このままの体制で学会
ホームページを維持していくことが次第に困難になって
きました．開設から 6年が経過した 2003年になると，
会長の松浦啓一さんから学会ホームページの業務委託管
理の提案があり，5月に松浦さんと私で委託候補の会社
から学会ホームページの運用に関するヒアリングを行い
ました．これを受けて，単にホームページの内容を充実
させるだけではなく，年会の参加登録機能などを新たに
設ける方針を 8月の幹事会で提案しました．その際，学
会側のホームページ管理体制を役員 1人態勢から委員会
制に改めることも合わせて提案しました．
この提案が幹事会で承認されると，次は委員会の名称

図 2.　日本魚類学会の 1998–2002年頃のホームページ．図
は 1998年 8月 21日更新のホームページで，この頃は学会
誌最新号に掲載された魚の写真または線画 1点をトップ
ページで紹介していた．

図 3.　日本魚類学会の 2003–2004年 2月（業務委託前）の
ホームページ．図は 2003年 12月 2日更新のホームページ
で，トップページの文字情報を増やしたパターン．
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とメンバーを固めていきました．この年，京都大学で開
催された年会では魚類学会で初めて電子メールによる参
加登録を行いましたが（詳細は後述），その際大会実行委
員としてその受付システムの構築に尽力された中山耕至
さんに副委員長をお願いしました．また，各大学や研究
機関のホームページを縦覧して，機能的で分かりやすい
ページを公開していた遠藤広光さん（高知大学）と坂井
陽一さん（広島大学）に委員をお願いしました．幸いな
ことに，全員から快諾の返事を頂くことができました．成
り行き上，委員長には私が就くことになりました．委員会
の名称については，「ホームページ委員会」なども候補に
挙がりましが，この時すでにホームページの維持管理の
みならず様々な電子情報に関する業務にまで広がってい
たことから，「電子情報委員会」という名称に決定しました．

2003年 10月 10日に京都大学で開催された評議員会
において，「ホームページ作成およびウェブ登録の外部
委託と運営体制の変更について」という議題を提出して，
電子情報委員会の設立と業務委託に係る予算が正式に承
認されました．10月 12日には早速 4人の委員が集まっ
てミーティングを行い，業者委託で新規に制作する学会
ホームページに関すること，ホームページから年会参加
受付を行うシステムなどについて話し合いを行って役割
分担を決めました．
こうして，2004年 2月 12日に新しい学会ホームペー

ジが完成しました（図 4）．魚類学会のホームページが
誕生して，ちょうど 7年目のことです．これに伴い，ホー
ムページのデータは国立情報学研究所のサーバから業務
委託先である（株）国際文献印刷社［現，（株）国際文
献社］のサーバで管理することになりました．また，ホー
ムページ担当者が直接サーバにアクセスしてページを更
新する方式から，委託業者に連絡してページを更新して
もらう方式に転換しました．この方式は現在まで続けら
れています．当時の学会ホームページを 2017年現在の
ホームページ（図 5）と比較すると，基本的な構造には

大きな変化はありません．ただし，情報量は当時より圧
倒的に増えてトップページ左側の見出しが細分化されて
います．また，会員専用ページからは魚類学雑誌と
Ichthyological Researchや配信されたメールマガジン，総
会の議事録などがダウンロードできるようになり，利便
性は大きく改善されています．学会ホームページへの月
間アクセス数は，新しいホームページに移行した 2004
年は 2万件前後でしたが 2007年には初めて 5万件を超
え，2017年 1月には 340,328件を記録しており，学会ホー
ムページの重要性が増していることが窺えます．
なお，トップページ中央にある更新情報の右の「すべ

ての更新履歴」をクリックすると， 2004年から現在まで
のほとんどの更新履歴が残っています．その間の学会活
動の様子を俯瞰できるので，興味があれば一度覗いてみ
てください．

年会の参加登録システムとパソコンによる口頭発表　
研究発表を行う場である魚類学会年会は，1995年まで
は毎年春に国立科学博物館分館（新宿）または東京水産
大学（品川）のいずれかで交互に開催されることが多かっ
たのですが，1996年以降は毎年秋に全国各地で開催さ
れるようになりました．この年会の案内は魚類学雑誌に
会告として掲載され，長らくの間，雑誌にとじ込みの往
復はがきで参加登録を行い，発表者はそのままオフセッ
ト印刷に用いる講演要旨を年会実行委員会まで送ること
になっていました．また，口頭発表では 35 mmのスラ
イドやオーバーヘッドプロジェクター（OHP）が長らく
使用されてきました．しかし，これらの年会参加登録の

図 4.　日本魚類学会の 2004年 2月以降（業務委託後）の
ホームページ．図は 2007年 12月 10日更新のホームペー
ジであるが，業務委託直後とほぼ同じつくりである．

図 5.　日本魚類学会の現在のホームページ．図は 2017年
1月 23日更新のホームページ．
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仕組みや口頭発表の方式は，インターネットの普及と映
像のデジタル化により 2000年代に入って大きく転換す
ることになりました．

2002年に信州大学で開催された年会終了後の引き継
ぎ事項として，「参加申込を学会ホームページからでき
るようにすれば省力化が可能」，「講演要旨の電子入稿が
できれば要旨集作成の作業が簡素化される」，「パソコン
（パワーポイント等）による講演ができればスライド投
影に係る人件費を減らすことができる」などの意見が出
されました．当時幹事会でもこれらへの移行について検
討が始まっていましたが，年会実行委員会から具体的な
意見が提出されたことを受け本格的に検討を開始するこ
とになりました．
まず学会ホームページからの参加申込ですが，前述の

ように素人の私が市販のホームページ作成ソフトを利用
している状況でしたから簡易な情報入力フォームをすぐ
に試作してみましたが，大人数がある時期に集中して
フォームを使用した際の安定性やセキュリティに確証を
持つことができず，早々に断念することになりました．
次にメールを利用して参加情報や講演要旨を受け取る方
法については，メール送信時のフォームを決めておき，
その情報を体系的にデータベースソフトに落とし込むこ
とができれば十分に可能であることは分かっていました．
ただし，その流れをうまく作ることができるかが大きな
ネックになっていました．パソコンを用いた口頭発表は
既に他の学会では広まりつつあり，2002年の年会でも
使用が検討されましたが結局見送られていました．この
年の 11月に立教大学で開催された日本動物行動学会の
大会に参加したところ，パソコンを使用した口頭発表は
非常にスムーズに行われていたので，あとで実行委員の
方に連絡を取り，使用した機材やソフト，発表者へのア
ナウンス，当日の進行方法などについて詳しく教えてい
ただき，魚類学会で導入する際の参考としました．
以上のような検討結果を伝えた上で，年会の運営方式

については実行委員会にお任せすることになったのです
が，2003年に京都大学で開催された年会では大きな変
更がおこなわれました．まず，参加登録と講演要旨の提
出は従来の郵送に加え，初めて電子メールでも受け付け
ることになりました．また口頭発表ではスライドの使用
が廃止され，パソコンでパワーポイントを使用した発表
が初めて導入されました．年会のプログラムは年会開催
の約 1か月前に会員へ郵送されていましたが，この年か
ら学会ホームページから pdfファイルとしてダウンロー
ドすることもできるようになりました（2005年から郵
送廃止）．2003年の電子メールによる事前参加登録は
93.7％（n = 286），口頭発表でのパソコン使用は 76.1％（n 
= 88）で，いずれも多くの会員の需要があることが明確
になりました．
その反面，電子メールで受け取った参加登録情報や講

演要旨の処理は予想以上にたいへんな作業となり，2004
年から業者委託により開始されるホームページからの年

会登録システムをいかに使いやすいものにするかという
ことが大きな課題となりました．「使いやすいもの」と
一言でいうのは簡単ですが，さまざまなパソコン・ブラ
ウザ環境のフォームを正常に作動させて，入力された文
字情報を正確に受け取ることができるシステムを構築す
ることは案外難しく，現在でも年会参加登録システムを
稼働させる前に必ず複数の環境下でテストを行い，誤作
動が生じていないか確認を行っています．また，受け取っ
た文字情報からプログラムや講演要旨を制作する過程で
は，どうしても人の眼により体裁や文字化けなどの確認
作業が必要になります．結局のところ，いくら電子情報
化が進んでも，すべて機械的に作業を完結できるわけで
はないのです．
なお，2004年と 2005年の年会では，ホームページか

らの参加登録と従来の郵送での登録を併用しましたが，
ホームページからの登録が圧倒的に多く（2004年：
96.7％，n = 303；2005年：99.6％，n = 267），2006年の
年会から郵送での年会参加登録は廃止されました．

おわりに　本稿をまとめる際，過去の記録をなるべく
正確に記述するために古い資料を引っ張り出すのにけっ
こう苦労しました．過去に作成した電子ファイルは手元
に残っているのですが，古いソフト（例えば「MacWrite 
II」）はそのままでは現在使用しているパソコンで開く
ことができず，また，メールでやり取りした文章は断片
的にしか残っていませんでした．結局，最も役立ったの
はプリントアウトした紙を綴じたファイルでした．学会
で電子情報化を進めてきた人間が何をやっているのかと
お叱りを受けそうですが，これが現実なのです．
魚類学会における様々な電子情報化は，その年々の役

員や年会実行委員の方々をはじめ，作業に携わった多く
の方々の知恵と努力の積み重ねにより築き上げられたの
です．末筆になりますが，これらの皆様に感謝します．

（川瀬裕司　Hiroshi Kawase：〒 299–5242　千葉県勝浦市
吉尾 123　千葉県立中央博物館分館海の博物館　e-mail: 
kawase@chiba-muse.or.jp）
 

男女共同参画委員会の設立

設立の経緯　1999年，男女共同参画社会基本法が施
行され，学術的な分野でも 2002年に男女共同参画学協
会連絡会が各学会の横の連携を図るために設立されまし
た．連絡会では勉強会や大規模アンケートを通じて，男
女共同参画の現状の把握や女性研究者の地位向上に向け
て活動していました．女性会員の少ない本学会では，遅
ればせながら 2007年，当時の西田　睦会長の下，委員
会設立のための作業部会が設置され，男女共同参画学協
会連絡会にオブザーバー参加して他学会の状況や本学会
の置かれている位置を学ばせていただきました．男女共
同参画事業が，進んでいる大学，学会も多々あり，その
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状況の違いに驚かされたものです．
日本での女性研究者の割合は先進国の中では最も低い

レベルといわれており，その中でも農学系の女性研究者
比率は他の学系に比べ著しく低くなっています．そして，
本学会の女性会員比率は生命科学系の他学会に比べると
著しく低いのが実情です．このような社会的な問題も抱
えて，2008年，4人の委員で男女共同参画委員会は発足
しました．オブザーバーとして参加していた，男女共同
参画学協会連絡会にも翌 2009年，正式に参加を表明い
たしました．

実際の活動　学会ごとに男女比や参加の状況には特色
がありますが，本学会では学生時に年会に参加する女性
比は比較的高いものの，研究者として定職を得る女性比
が著しく低いため，結果的に日本魚類学会員として残る
女性が少ないことが特色の一つとしてあげられていまし
た．現実的には研究者のポストを得ることは女性だけで
はなく，男性にとっても厳しく，ポスドク問題を解消し
なくては男女共同参画を推進できないのではないかとい
う意見もきかれました．女性に開かれた場を作るには，
女性にポストを用意して既成事実を作っていかなくては
始まらないことも事実です．現実的に本委員会で何がで
きるか難しいことではありましたが，広く他学会と連携
して社会に働きかけると同時に，本学会内でもできるこ
とを模索しようということになりました．
まずは学会時の保育所を設置して，女性の会員が年会

などに参加しやすい環境をつくることから始めました．
利用者はさほど多くはありませんが，必要な方はおられ
るのです．女性会員の持つ問題点について語り合うため，
交流会も行いました．容易に変革することができない大
きな問題が山積みですが，個々の女性学会員が抱えてい
る問題は，研究と子育てとの両立や，研究のための夫婦
別居の問題，研究上でのハラスメントなど類似している
こともわかりました．
また，2008年には男女共同参画の現状と日本魚類学

会の状況を理解するために内閣府男女共同参画室から講
師をお招きして「日本魚類学会における男女共同参画の
現状と課題」と題するシンポジウムを行いました．
本委員会の役割として，女性会員比および魚類学分野

での女性研究者の増加のための環境整備に役立つようシ
ンポジウム，啓発活動の企画を行い，それらの執行を援
助すること，男女共同参画に関する情報の提供などがあ
げられます．また，本学会以外の目的を同じくする他組
織と協同して男女共同参画の推進に努めると同時に連絡
調整を行う必要もあります．
とはいうものの，本学会では 2008年までは約 50名の

会員からなる評議員会に女性委員はいませんでした．
2008年に 2名の女性が選出されましたが，現在では 48
名中 1名です．本学会での男女共同参画はまだそのス
タートにやっとついたという状況です．

本学会での問題点　男女共同参画を進める上で本学会
にとって定職に就く女性魚類研究者の数が少ないことは

大きな問題です．先達が少ないため，ロールモデルが不
足していて，若い人にとって先が見えにくいことも女性
魚類研究者が少ない原因の一つと考えられるからです．
先に述べたとおり，日本では女性研究者の比率は農学

系では特に低く，研究者として定職を持つ女性はさらに
少ないため，ロールモデルを示すことも難しい状況です．
今後に向けて大学教員や，研究機関などでしめる女性研
究者の割合を増やすことも大切ですし，子供を持ってい
ても研究を続けやすい環境作り，何よりも何十年来深刻
と言われているポスドク問題を，研究者のポストを増や
すことで解消しなくはなりません．さまざまな点で男女
間に処遇格差がありますが，採用での問題が一番深刻で
す．これが改善されない限り，男女共同参画は望めない
のではないでしょうか．とはいうものの男性研究者にとっ
ても研究職に就くのは大変な時代が続いています．委員
会としては他学会と連携して研究者全体の状況改善に働
きかけ，女性の魚類学分野における推進に寄与したいと
考えています．

（小早川みどり　Midori Kobayakawa：〒 813–0021　福岡
県福岡市東区みどりが丘 3-11-5　e-mail: dwywy243@ybb.
ne.jp）

 
魚類学雑誌印刷所の変更

魚類学雑誌は当初「魚の会」が編集し，「日本魚学振
興会」が発行する学術誌として 1950年に誕生しました．
その後 1968年の日本魚類学会設立後は当学会の公式学
術雑誌として，また 1996年からは和文誌として現在ま
で発行を続け，膨大な量の魚類学に関する学術成果を世
に送り出し続けています．「日本魚学振興会」発行の魚
類学雑誌は，学術図書印刷（株）によって印刷を行って
おりましたが，発行元が日本魚類学会になると，印刷所
も（株）国際文献印刷社［現，（株）国際文献社，以下
国際文献］になり，その後 2011年までの 44年間，魚類
学雑誌の印刷は国際文献で行われてきました．日本魚類
学会設立にともなう魚類学雑誌の印刷所の変更について
は，我々が知る限り全く情報がありません．ここでは
2012年の魚類学雑誌の印刷所変更について，その経緯
などについてお話しいたします．
木村が編集委員長を務めていた頃から（2004–2007年），

魚類学雑誌の印刷費が他社で印刷された大学紀要や研究
機関の印刷物よりもかなり高額ではないかという話がよ
くでておりました．しかし，そのたびに「現在の印刷の
質が他社で保証できるのか」という理由で，この議論は
立ち消えになっておりました．一方，この間数回印刷ミ
スがありました．この中には，掲載された論文で極めて
解像度の低い写真が印刷されたということがありました．
このとき，印刷所は当初その原因として著者の責任（す
なわち，著者が解像度の低い写真を原稿に添付した）を
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主張し，自らの非を認めようとしませんでした．その後，
当該論文の著者を含めた再度の抗議で，ようやく印刷所
自身のミスを認めることになりました．このようなこと
もあって，「他の印刷所で現在の印刷の質が保証できる
のか」ということに関して「どこの印刷所でも質は変わ
らないのでは」という意見が多くなってきましたが，そ
れでもまだ，「他の印刷所で大丈夫か」という声もよく
ありました．
またその当時魚類学雑誌の作成費が予算に対して赤字

となっていたこともあり，本会の財政運営の健全化の一
環として，2011年度に印刷所の変更も含めた，魚類学
雑誌作成費の削減の検討を行いました．当時の幹事会は，
会長が後藤　晃氏，副会長が木村で，庶務幹事が中村智
幸氏（筆頭），茂木正人氏，馬渕浩司氏，淀の 4名，会
計幹事が加納光樹氏と早川洋一氏という構成で，淀がこ
の検討の実務を担当しました．このときの印刷所変更ま
での経緯はおよそ以下のとおりです．
まず 2011年 4月にこれまでの和文誌作成費用が相場

と比較して高額であるのかどうかを確認するため，2010
年度の日本魚類学会大会講演要旨を作成した伊藤印刷
（株）（三重県津市，以下伊藤印刷）に，魚類学雑誌 57
巻 1号および 2号を見本誌として 1,400部の作成費用の
見積もりを依頼しました．その結果，当時の作成費用の
約半額の見積もり額が提示されました．もちろん先方に
は印刷所変更の検討の件や，現行の金額等は伝えておら
ず，「同程度の雑誌作成における相場が知りたい」とい
う依頼でした．この結果を受けて，幹事会として当時の
作成費用は一般的な相場と比較してかなり高額であると
判断し，2011年 6月にこれまで慣習的に，妥当性の検
討を行うことなく契約を継続してきた魚類学雑誌の作成
費用の値下げと見積もり作成を国際文献に依頼いたしま
した．その際他社では現行より相当安い見積もり金額が
提示されていることも伝えました．またその見積書に基
づいて，2011年 7月 12日，幹事会から茂木氏および木
村と淀が，編集委員会から和文誌主任であった古屋が，
国際文献から笠井　健社長と魚類学雑誌担当の鈴木信太
郎氏が出席して，作成費見直しの検討会を開催しました．
その結果，当時の作成費より大幅に減額された見積もり
が提示されましたが，なお他社の見積額の 1.5倍程度の
額でした．検討会での値下げ交渉では，この金額が国際
文献としての限界であり，その理由として他社よりも高
品質であるとの主張がなされました．この交渉結果を幹
事会で検討し，再度国際文献を含めた数社に作成見積も
りを依頼し，金額および品質から魚類学雑誌の印刷所を
選定することとしました．見積には印刷用以外に，論文
等のテキスト検索可能 PDF作成および会員と事務局へ
の会誌発送関連費用を加えるように依頼しました．見積
もりの依頼先は自然科学系および水産系の学術誌の発行
実績のある印刷所とし，全国から数社を選びました．品
質については，各社の作成した既存の学術誌をその判断
材料といたしました．2011年 8月上旬を締切として上

述の数社に依頼したところ，4社から見積もり書と品質
判断のための見本誌の提示があり，幹事会において金額
と品質を検討した結果，伊藤印刷がもっとも安価で，品
質も他社と見劣りしないと判断しました（図 1）．この後，
2011年 9月 29日に開催された 2011年度第 1回評議員会
において協議し，魚類学雑誌の印刷所を国際文献から伊
藤印刷へ変更することによって魚類学雑誌作成費を軽減
することが承認されました．国際文献には即日 FAXに
て契約解除通知を送信しました．これは，当時事務局契
約の一環として魚類学雑誌の作成が含まれており，事務
局契約の変更には契約更新の 3ヶ月前（9月末日）まで
にその意思を示す必要があったためです．これを契機と
して，慣習的に契約を継続してきた国際文献との事務局
契約についても，毎年度検討が行われることとなりまし
た．その後，魚類学雑誌作成業務の詳細については編集
委員会と伊藤印刷が直接協議を行い，2012年の 59巻よ
り伊藤印刷が魚類学雑誌を作成し，現在に至っておりま
す．

2001年の英文誌に続く印刷所の変更でしたが，業務
の引き継ぎは予想よりも簡単なものでした．まず，国際
文献社との間でなされていた原稿の入稿以降のやりとり
の詳細を一覧にした「和文誌出版工程表」を作成しまし
た．2011年 12月に古屋が，伊藤印刷に赴き，「和文誌
出版工程表」を基に担当者と面談し，従来の編集過程を
そのまま踏襲することを了承していただくことになりま
した．従って，印刷所が変わったことで担当主任の業務
に変更が生じたことはほとんどありませんでした．ただ，
一点問題となったこととして，当時の魚類学雑誌の表紙
の原画の所在が不明であり，伊藤印刷が原画を元に表紙
を印刷することができないということでした．そこで，
印刷所移行直後の魚類学雑誌 59巻の表紙に関しては，
それまでの出版過程で印刷所から主任の元に送られてき
た「見本刷り」の表紙をスキャナーで取り込んで製作す
ることになりました（見た目には従来の巻と遜色はあり
ません）．ちなみに，この巻から魚類学雑誌の表紙に学

図 1.　魚類学雑誌作成費用の実績と見積額．
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会のロゴマークを印刷することも決まり，59巻の表紙
は異例なものとなりました．このような事情もあり，編
集委員会では，このままスキャナーで取り込んだ画像で
従来の表紙のデザインを踏襲するよりは，表紙のデザイ
ンを一新してはどうかという意見が出され，巻数も区切
りのよい 60巻を迎えることから，表紙のデザインを一
新することが決まりました．
表紙には毎号異なる写真を掲載することが決まり，デ

ザインに関しては和文誌主任の古屋に一任されました．
印刷所にデザインを委託することも可能でデザイン費は
15,000円から 30,000円とのことでしたが，自らデザイン
したものの方が愛着が湧くと考え，編集委員会で製作す
ることにしました．「魚類学雑誌」などの文字のフォン
トと配置は従来のものを踏襲することとし，背景のデザ
インは水中写真家の佐藤長明氏（ダイビングサービス・
グラントスカルピン代表）に無償で提供していただきま
した，海の中から水面を見上げて撮った写真に決まりま
した．この写真を背景に第 60巻以降，毎号掲載記事の
著者から募った写真（主に魚類の生態写真）を掲載する
ことにしました．写真を印刷した表紙に変えたことで，
実は表紙の紙代はかなり安く済むことになったようです．
59巻までの魚類学雑誌の少しざらついた紙質の表紙で
は１部あたりで 30円程度かかっていたようですが，写
真を印刷するための滑らかな手触りの表紙では 1部あた
り 5–6円程度で済むとのことでした．印刷所が変わった
ことで大きく変わったことがもう一つあります．それは
カラー印刷代の値下げです．印刷所が変わった当時は，
著者が負担するカラー印刷代は国際文献に委託していた
際の 1ページ 71,000円よりもかなり値下げされましたが，
それでも 1ページ 50,000円と他誌に比べて高額でした．
編集委員会では会員へのサービス向上のために和文誌の
カラー印刷代をなんとか値下げできないかと考え，2014
年 5月に伊藤印刷の担当者に相談したところ，印刷方法
を変えることで大幅に値下げすることが可能であること
がわかりました．その後，数回の担当者との交渉と，学
会からの補助により，2015年の 62巻からページ数に拘
わらず 1論文あたり 15,000円でカラー使い放題にする
ことができました．これも今考えると印刷所を変えたこ
とによる効果の一つでした．
一方，話は前後しますが，2010年 10月から当時科学

技術振興機構（JST）が運営していた Journal @rchive（2012
年 4月に J-STAGEに統合）に魚類学雑誌の 1巻から 55
巻までの記事が無料公開されていました．これは，国内
の学協会が発行していた雑誌を無料でデジタル化してイ
ンターネット上で公開するという，JSTの事業の一環と
して行われたものでした．過去の記事については無料で
デジタル化されたわけですが，新たに発行される雑誌の
記事については各学協会が自ら登載用のファイルを作成
し，登載しなければなりませんでした．登載には書誌情
報などを入力した BIBファイルと記事の PDFファイル
を準備しなければならず，この件も伊藤印刷にお任せす

ることになりました．しかし，伊藤印刷が作成を請け負っ
たのは当然，業務移行後の 59巻からです．すでに登載
されている 55巻以降の 56巻から 58巻の 3巻分を登載
するには，どうしても自前で BIBファイル（PDFはす
でに国際文献により作られていました）を準備しなけれ
ばなりませんでした．そこで，当時学会長の木村が学生
アルバイトを雇って BIBファイルを作成させ，それを
和文誌主任の古屋がやはり学生アルバイトを雇って搭載
用のフォルダーにまとめる作業をさせることで，2014
年 3月にようやく 58巻までの登載にこぎつけました．
その後は伊藤印刷により作成された BIBファイルと
PDFファイルを使って順次登載するだけのはずでしたが，
登載が軌道にのる以前の 2013年 1月には JSTから今後
の J-STAGEへの登載ファイルの形式は BIBから XMLへ
変更になるとの説明があり，未登載記事の BIBファイ
ルの準備と並行して最新巻の XML作成の検討に入らね
ばならなくなりました．2013年 7月 26日には書誌 XML
作成のための説明会が新宿区市谷の JST事務所で開催さ
れ，当時の和文誌主任の古屋と伊藤印刷から神谷氏が出
席して，XML作成ツールの使用方法など具体的な説明
を受けました．こうして伊藤印刷により XMLの作成が
可能となり，今後の XML作成を業務委託することにな
りました．その後 10月に東京で開催されたアップロー
ド・システム研修を古屋が受講し，現状の XMLと PDF
による J-STAGEへの登載のシステムができあがりました．
このシステムは現和文誌主任の小北智之氏に引き継がれ
ています．

（淀　太我　Taiga Yodo：〒 514–8507　三重県津市栗真町
屋町 1577　三重大学大学院生物資源学研究科　e-mail: 
tyodo@bio.mie-u.ac.jp；古屋康則　Yasunori Koya：〒 501–
1193　岐阜県岐阜市柳戸 1–1　岐阜大学教育学部　e-mail: 
koya@gifu-u.ac.jp；木村清志　Seishi Kimura：〒 517–0703　
三重県志摩市志摩町和具 4190–172　三重大学大学院生物
資源学研究科水産実験所　e-mail: kimura-s@bio.mie-u.
ac.jp）

『「魚類学雑誌」について』の再録

ここに再録しました『「魚類学雑誌」について』は日
本魚類学会名誉会員である上野輝彌先生がお書きになっ
たもので，1973年 10月に株式会社未来企画社から発行
された月刊雑誌「目次 300」の第 1巻第 6号に掲載され
ました．2011年に当時英文誌主任編集委員であった渡
辺勝敏さんがこの記事のコピーを編集委員に配付され，
配付を受けられた古屋康則さんから日本魚類学会 50周
年記念事業の参考にとお送りいただいたものです．
上野先生は日本魚類学会が設立された 1968年から

1991年（1969，1970年を除く）までの永きにわたって
編集委員をお務めになり，この間 1978年から 1983年の
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6年間は編集委員長を，またその前後の 1976–1977年，
1983–1991年には編集幹事を歴任されました．魚類学雑
誌編集の実務に基づいて書かれたこの記事は当時の編集
工程の記録だけではなく，日本魚類学会や魚類学雑誌を
取り巻く当時の様子が実にリアルに記述されており，本
学会のあるいは日本の魚類学の歴史的資料として極めて
需要なものであります．さらに，ピアレビューや学会誌
に関する先生のお考えは 45年を経た今でも立派に通用
するもので，書き上げた原稿を投稿する研究者，またそ
の原稿を引き受け審査し公表に繋げる編集者にとっては，
肝に銘じなければならないことも多くあります．
この記事を読み終えた後，上記の渡辺さんは「感銘を

受けた」と仰いましたが，私も同様で実にさわやかな気
分になりました．魚類学雑誌や Ichthyological Researchの
編集に携わったものとして，先生方が築いてこられた学
会誌を引き継ぎ，それをまた後輩諸氏に引き継いでいた
だいて，現在の両誌の発展があるとの思いがそのような
気分にさせました．
このようなことから，この記事を会員の方々に広く読

んでいただきたいと思い，日本魚類学会 50周年記念事
業実行委員会の総意として，ここに再録いたします．な
お，原文は縦書きで数字は漢数字で記されていましたが，
再録するにあたり，横書き，アラビア数字に書き直しま
した．また，句読点は，魚類学雑誌のスタイルに合わせ
たほか，一部編集上のミスを訂正しました．
最後に，この再録を快くお許しいただいた上野輝彌先

生，ならびにこの記事をご紹介下さった岐阜大学の古屋
康則さんと京都大学の渡辺勝敏さんに心より厚く御礼申
し上げます．出版社の探索や原文コピーに関しては三重
大学附属図書館の蒔田啓子さんの協力を得ました．ここ
に感謝の意を表します．

（木村清志　Seishi Kimura：〒 517–0703　三重県志摩市
志摩町和具 4190–172　三重大学大学院生物資源学研究
科水産実験所　e-mail: kimura-s@bio.mie-u.ac.jp）

「魚類学雑誌」について

上野輝彌
（日本ルーテル神学大学教授）

最近誕生した「目次 300」に学会誌の紹介をするから
何か書くようにとのことである．フランス文学会につい
で第 2番目だと言うので驚いたが，第 2番目に選ばれた
理由は社長さんが魚に興味があるからとのことである．
魚類学雑誌にとっては光栄？でもあるとペンをとること
にする．

魚類学雑誌は日本魚類学会の機関誌で，魚類の分類・
系統・解剖・生理・病理・生態・分布・発生・遺伝など

の生物学的諸問題に関する研究論文が掲載される．論文
は和文か英文で，その比は現在のところほゞ半々である．

1年に 1巻（4号）発行され，1巻はおよそ 250頁か
ら 300頁ほどである．発行部数は 1,000部であって，主
として会員に配布されるのが 700部，一般に販売される
のが 100部ほどである．学会の会費は 1年 1,800円で，
どちらかと言えば安い方であるが，学会誌の質はかなり
充実しており，多少おせじがあるかもしれないが，学術
雑誌を多数印刷している印刷所（国際文献印刷社）の話
しによると，学会誌の中では，編集のやり方などを含め
て，ぜいたくで一流であるとのことであった．
魚類学との関係でよく質問されるのに水産学会がある．

日本は海に囲まれ，国民の栄養の蛋白源は大いに魚類に，
依存してきた．そのため日本の水産はながく世界一を誇
り，水産学会も大型で大いに発展してきたが，魚類学会
の方は歴史も短く規摸も小さい．水産学が応用科学であ
り産業と密接な関係にあるため重要であることは言うま
でもない．その対象とするところも魚類に限られずクジ
ラなどの哺乳類からタコ・イカ・カイ・ナマコ類などの
無脊椎動物なども含み，また漁具，製造加工関係など大
変底辺が広い．これに対し魚類学は魚のみが対象であり，
しかも魚類の生物学と言う基礎科学的性格をもっている
ため，会員数も限られるのである．最近世の中に平和が
続き，人々の心に余裕ができたせいか，水族館，熱帯魚，
観賞魚，釣り，などに関心ある人口が急速に増えてきた
ようであるが，まだこれらの人々と魚類学会をつなぐパ
イプは太くない．貝類学会や昆虫学会が多くのアマチェ
アを会員に含むことから考えて，魚類学を支える底辺の
拡張に一層の努力が必要なのかもしれない．

魚類学雑誌は 1950年に日本魚学振興会によって発行
されている．第 1巻 1号を開いてみると編集委員には当
時活躍した魚学者 33名の名がズラッと並んで，当時の
意気込がうかがえる．最初は隔月に発行の予定であった
が，それが実現したのは第一巻だけでそれ以後は年とと
もに合冊が多くなっている．結局，編集が大変だったの
と各編集委員が多忙であつたのであろう，数年後には編
集の総責任が 1人の肩の上に落ちてしまい，本当の意味
での編集である原稿の校閲や改良などが不可能な状態に
なった様である．投稿原稿の集りも悪くなり，購読者の
数も 200人台におちてしまった．また財政的にも苦しく
なり，魚類学雑誌の編集者は金策にも頭を悩まされ，私
費をつぎこんだりもされたと聞いている．こうなると魚
類学雑誌は個人雑誌になってしまったと言う批判も現わ
れるようになる．併し結局 1967年 12月までの 18年間
に 14巻通算 49冊を刊行し，原著論文 347篇を掲載して
いる．この頃すなわち 1966年に東京で第 11回太平洋学
術会議が開かれ，世界中から多くの魚類学者が来日し，
研究発表を行ったのに刺戟されてか，また若い世代の台
頭もあって，正式に学会を作ろうと言う気運が盛り上り，
1968年に正式に日本魚類学会 Ichthyological Society of 
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Japanが設立され，魚類学雑誌を第 15巻から継承し発行
することとなった．
これを機に，会誌は年 4回発行されるようになり，学

会員の数はその後急速に増え，5年後の現在，700にも
達するように発展した．
世界の魚類学界を見まわしてみて，定期的に刊行され

ている魚類学だけの専門誌と言うのはきわめて珍しい．
現在のところ日本のほか，アメリカに魚類・両生類・爬
虫類を含めた変温動物を対象とした雑誌コペイア Copeia
と，英国，ソ連にひとつずつあるぐらいである．アメリ
カのものが一番歴史が古いが，ソ連や英国のものは日本
のものより歴史が浅い．これらの雑誌はそれぞれ特徴が
あるが，英国の Journal of Fish Biologyは英国水産学会の
発行で水産関係の論文を多く含む．ソ連の Problem of 
Ichthyologyもかなり水産増殖関係の論文が多い．アメリ
カのコペイアは魚類両生・爬虫類研究の大家 Copeの名
を冠した雑誌であるが，分類学・解剖学・生態学・遺伝
学・生物地理学的なものが多いようである．

日本の魚類学雑誌は分類，解剖，生態のほか組織学，
生活史に関するものがかなり多い．学問の分野でもかな
り流行の様な現象はある．新種の発表やあるグループの
魚の再検討と言った分類学的論文はいつもかなりの部分
を占めているが，最近は電子顕徴鏡を用いての発生学的，
組織学的研究，または遺伝と関係のある染色体や核型の
研究，電気泳動法による蛋白質の種類と分類の問題の探
求などがよくみうけられる．併し魚類学雑誌に発表され
る論文の大部分はその強調点と言うか興味の焦点が魚に
おかれているものが多い．魚を材料に使ってはいるが，
生理学とか細胞学の方に興味の焦点があるものは生理学
雑誌とか細胞学関係の雑誌に投稿する方が読者層のこと
から考えてより適当と思われる．今後は潜水して観察し
た魚の生態や，種不明の稚魚を水族館で飼育して成長に
よる体形や斑紋の変化を調べたりする研究も増えそうで
ある．最近まで別種と思われていた魚が飼育してみたら
同種の雌雄であつたというようなことがわかった場合が
いくつもある．深海魚の研究が進むにつれて，日本にい
るとわかった魚種の数もどんどんふえている．魚類は世
界に約 20,000種ほどいると考えられているが，日本お
よびその沿岸にはその約 1割ないし 1割 5歩，すなわち
2,000から 3,000種類ほどが生息していることがわかっ
ている．黒田長禮氏の調査によると駿河湾だけで 1,000
種を超える魚が発見されている．最近まで魚学者の手に
入る魚と言えば釣れるもの，各種の網でとれるもの，海
岸に打上げられるもの，大きなクジラや魚の胃の中から
発見されるものなどに限られていたが，潜水具，スクー
バの普及によりサンゴ礁や岩かげ，藻の中には思いがけ
ない新種や，日本で未記録の魚がひそんでいることもわ
かってきた．
皇太子殿下も日本魚類学会の会員で，明仁親王 Prince 

Akihitoの御名前で，もうこれまでに 5～6篇の論文を発表

しておられ，熱帯魚に関しても大変おくわしいが，論文
は全くハゼ科魚類に関したものである．現在使われてい
る和名や学名の再検討や，いろいろなハゼの骨の比較を
通してハゼ科魚類の類縁関係や進化を解明する研究を熱
心に続けておられる．魚類学雑誌の投稿者にはかなりの
外国人も含まれ，アメリカ，オーストラリア，南アフリカ，
インド，香港などの魚学者がこれまでに発表している．

魚類学雑誌の編集のやり方についてみると，投稿され
てきた原稿（2部：オリジナルとコピー）はまず，学会
事務所で登録番号をつけられ，6人の編集実行委員に渡
される．毎月 1回開かれる，編集実行委員会で，各原稿
に対する専門分野の校閲者が 2人ずつえらばれ，それら
の人々に原稿が送られることになる．校閲者は匿名で，
論文の魚類学雑誌への掲載の適否，論文の構成，内容の
質などに関するコメントと，原稿を改良するのに役に立
つような注意や著者の気のついていない情報などをでき
るだけ沢山書いてもらう．一方，原稿のコピーの方はア
ルバイトの大学院の学生に，仮名づかい，誤字，英文の
スペルの間違い，文中の引用文献と文献リストとの対応，
原稿のスタイルなどをチェックしてもらう．2名の校閲
者から返されてきた原稿は，2人の校閲者の間に意見の
違いなどがあると第 3の校閲者におくられるが，普通は
編集委員の意見，校閲者の意見をつけて著者に送り返さ
れる．このような過程を経て改良されてきた原稿は見ち
がえる程ひきしまって立派になる．相当経験豊かな古参
の方の原稿でも若い校閲者に遠慮のないコメントをつけ
てもらうと大変改良される場合が多い．日本では研究者
同志で原稿をみせあって批評してもらう習慣があまりな
い．時折，頼まれても遠慮して注意すべきことも注意し
ないで「大変結構です」で済ましてしまうことが多いよ
うだが，日本における人間関係のむずかしさがすぐ問題
を感情のしこりにしてしまい単刀直入のコメントをしに
くくしているように思われる．原稿の段階でコメントを
もらったり誤りを指適された時，「シメタ」と思うか「シ
マッタ」と思うか，「有難い」と思うか「何を生意気な」
と思うかで，その人の論文の質が向上するか独断的にな
るかがきまるように思う．
結局のところ良い学会誌が発行されるためには，学会

が民主的に運営され，古参のものも，新参のものも，そ
れぞれの立場で貢献できる様な体制を背景に，数人の熱
心な編集者がなかよく核となって，時間と労力とを提供
しがいのある環境と情勢をつくり出し，保持してゆくこ
とが一番大切であると思われる．

（月刊雑誌「目次 300」，第 1巻第 6号，339–342ページ，
1973年 10月 10日発行）
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追悼

浅野博利先生の逝去を悼む

元日本魚類学会評議員であられ，アナゴ科魚類を中心
にウナギ目魚類のすぐれたご研究をなされた浅野博利先
生が，昨年，2017年 1月 2日，87歳で永眠されました．
浅野博利先生は，1930（昭和 5）年愛媛県八幡浜市大

島にお生まれになりました．1950年に京都大学農学部
に入学，水産学科に分属後，1961年に故松原喜代松博
士のご指導のもと博士号を得られました．京都大学農学
部で助手を務められた後，1963年，東大阪市にあった
近畿大学農学部（現在は奈良市）へ助教授として赴任さ
れました．その後，1970年に教授になられ，農学部水
産学科長，農学部図書館長を歴任され，2000（平成 12）
年に退職されました．その間，多くの学生さんを現代の
魚類学，水産生物学の社会へ送りだされました．
私が浅野先生と親しくさせて頂くようになったきっか

けは，京都大学大学院でのテーマ選択でした．故松原博
士を中心として京都大学奄美諸島学術調査が 1958年に
行われ，浅野先生も調査に参加されました．その時に収
集された標本のうちウナギ目魚類は浅野先生が整理され
ましたが，近大へ移られてからも，整理研究を続けてお
られたようです．ただ，ウツボ科魚類は手つかずの状態
だったとのことです．1980年の私の大学院進学に際し，
指導教官であった故岩井　保先生から「近大の浅野先生
が奄美調査のウツボ科魚類の整理をする学生を探してお
られるようだが，この標本を使ってウツボ科の分類をやっ
てはどうか」と勧められた時にはすぐに「やらせて頂き
ます」とお返事をしたような気がします．それ以来，様々
な形でウナギ目分野の研究において，浅野先生にはご指
導いただきました．
近畿大学へはそんなに頻繁にはお伺いしませんでした

が，現代のような PCソフトで行う文献整理を当時パン
チカードで整理されておられるのを見せて頂いた時には，
分類研究者としての重要な要素である「分ける」「集める」
をしっかり実行されているのだと思いました．また，失
礼なことをしても，理由を考慮していただき，表情にも
お出しにならないなど，人柄の非常によい先生でした．
稚魚を中心としたウナギ目の研究者であるニュージーラ
ンドの故キャッスル（P. Castle）博士が，1989年に標本
の観察で京都大学の舞鶴水産実験所に来られた時，浅野
先生のところに舞鶴から大阪まで車でお連れしました．
しかし，遠距離で高速道路もなかった当時，予定の到着
時間よりかなり遅れてしまいました．その時も，笑顔で
お迎えいただき，ウナギ目の分類の話題で盛り上がった
のを思い出します．浅野先生は 4つの種と 4つ亜種を記
載（ウナギ目，ホウボウ科）されました．このうちのホ
ウボウ科の一種は 1957年の 5月から 8月にかけて，現

マルハニチロ株式会社の前身である大洋漁業株式会社の
オッタートロール船に乗船される機会を持たれ，ベトナ
ムと中国・海南島に鋏まれたトンキン湾で収集された約
200種の魚類のうちの一つです．
浅野先生は，退職されてからも，標本収集は続けられ，

研究されていたようで，一度，京都府京田辺市のご自宅
にお伺いした際に見せていただきました．この標本は，
先生がご自宅での研究をやめられてから，筆者が勤めて
いた大阪市立自然史博物館にご寄贈していただこうと
思っていました．その後，年賀状は頂くものの，直接の
連絡は差し上げておらず，今回，ご家族から永眠された
旨のご連絡をお受けしたときは，いたたまれない思いが
しました．また，標本はご家族で処分されたとお聞きし
た時は，何故もっと早く連絡しなかったのかと悔やまれ
ました．
浅野先生のご家族からは，その後，先生の生い立ちを

お聞きしました．先生は，晩年，70歳になるくらいま
での思い出を原稿用紙に綴っておられ，少年期の大島で
の暮らしぶりは特に詳細に記されていたそうです．漁業
と農業兼業の家でお生まれになり，小学校に入る前には
泳げていたこと，ハモ延縄漁，ガゼ（スズメダイ）曳き
等を記されています．私も瀬戸内海の島で生まれました
が，多くは，小さかった頃，島で見たものと全く同じで
した．ちなみに私が泳げるようになったのは小学校 1年
生の夏です．先生とは何かのご縁があったのかもしれま
せん．先生には失礼なことばかりしましたが，ほんとう
に多くのことを教えていただきました．感謝を捧げ，謹
んでご冥福をお祈りします．最後になりましたが，先生
の生い立ちなどをお教えいただいたご家族に御礼申し上
げます．

（波戸岡清峰　Kiyotaka Hatooka：〒 546–0034　大阪市東
住吉区長居公園 1–23　大阪市立自然史博物館外来研究
員　e-mail: murene1956@gmail.com）

写真 1.　東大阪にあった近畿大学の研究室でキャッスルさ
んと．1989（平成 1）年 1月 26日．
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追悼・友田淑郎先生

国立科学博物館の動物研究部で主に魚類を研究されて
いた友田淑郎（ともだ　よしお）先生は 2017年 11月
26日に心不全のため逝去されました．享年 95歳でした．
友田先生は一言で言って変人の学者でした．いわゆる常
識をもつ人ではありませんでした．しかし，そこには天
性の鋭い感性と強靭な批判的精神があって，数々のユニー
クな研究の源泉となっていたのだと思います．
友田先生は 1947年に大阪大学理学部物理学科を卒業

されたのですが，その後に結核を患われて長期の療養生
活を余儀なくされたことを契機に，幼少のころから親し
んでこられた動物学へと方向転換されました．京都大学
大学院理学研究科の動物学教室に進まれ，そこでは著名
な宮地伝三郎先生と徳田御稔先生の助言のもと，種の起
源をテーマに琵琶湖のフナの発育を研究されました．フ
ナは初期生活史において，激変する湖岸の環境で群れを
つくって生活しますが，この環境側の変化に適合しなかっ
た場合，群れごと淘汰されてしまいます．自然淘汰が単
に個体だけではなく，さらに群れや個体群に対して作用
する姿を自然の中で直接に感じとったということです．
琵琶湖ではフナの研究の一方で，琵琶湖の固有種であ

る 2種のナマズの研究も手がけられ，ビワコオオナマズ
とイワトコナマズの新種記載をされたことはよく知られ
ています．
国立科学博物館に移られてからは，日本の淡水魚類相

の起源を明らかにするために，化石の証拠を求めて日本
各地へ発掘調査に出かけられました．化石から明らかに
なったことは，中新世の魚類相は今日の魚類相とは大き
く異なり，今日の中国大陸の魚類相に近似していたこと
が判明したのです．また琵琶湖でも，湖の周囲に分布す
る古琵琶湖層から産出する種々の化石について研究され，

化石からみた琵琶湖の生物相の変遷と，固有種の起源の
一端を明らかにされました．
その他にも世界のいくつかの古代湖，バイカル湖（ロ

シア）やラナオ湖（フィリピン），セヴァン湖（アルメ
ニア），また古い型のコイが生息する杞麓湖をはじめと
する雲南省の高原湖群の調査に出かけられました．そし
て晩年にはタイのメコン川に生息する巨大なコイ科の魚
である Aaptosyax grypusの研究をされ，この魚にコイ科
の原始形質が保持されていることを Ichthyological 
Research誌に発表されています．さらに，筆者との共著
として，中新世から発見されたアユの化石を同誌に報告
し，魚類学会の論文賞を受けています．このアユの化石
は体長が 5cmほどの小さい個体で，島根大学にワカサ
ギと同定されて保管されていたものを，友田先生が一目
見て直感的にアユだと見抜かれたのでした．
科学博物館を定年退職されたあとのエピソードでは，

ウナギの完全養殖を手がけられたことがあります．まず
ウナギの成魚を飼育し，これから採卵して，さらにレプ
トケファルスの餌付けを計画されたのでした．これは机
上の計画にとどまらず，私財を投入されて巨大な海水の
水槽に成魚のウナギを飼育され，また，幼生の餌のため
には数メートルの高さのある円筒の水槽を自宅に設置さ
れました．しかし実験の途中から体調を悪くされ，この
計画はあえなく頓挫してしまいました．中止になったこ
とに誰よりも安堵されたのが奥様であることは言うまで
もありません．この構想の根幹となった発想は，レプト
ケファルスがマリンスノーを食べているとの信念に駆ら
れたからでした．筆者の記憶では，友田先生のこの発想
は 1970年代だった思います．今日，マリンスノー説が
有力とされているかと思いますが，その提唱者が誰であ
るのか存じません．しかし友田先生がマリンスノー説を
古くから唱えていたことを述べておきたいと思います．
ウナギに関してはもう一点，ニホンウナギの産卵場所が
マリアナ諸島方面にあることが判明していますが，友田
先生は南洋とともに日本近海でも産卵するものがあるの
はないかと見ておられました．これは友田先生のまった

写真 1.　1990年，中国の学者との古琵琶湖層の化石合同
調査で．

写真 2.　2010年，滋賀県今津での友田先生の米寿の集ま
りで．
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くの妄想にすぎないかもしれません．しかし筆者には魅
力的な発想に思えてなりません．
世間では人に迷惑をかけるような生き方はするなと言

いますが，友田先生はまさしく人に迷惑をかけ続けた，
まことに困った人であったと言っても過言ではありませ
ん．一方的にご自分の話題だけを長時間話し続け，ご自
分の都合のみを考えている人でした．しかし，友田先生
は金銭欲にも名誉欲にも，あまりに無縁な人でした．い
つもご自分が発見した諸々の事象や正しいと信じる学説
を，情熱的に際限なく説かれるのでした．数々の迷惑を
こうむった人も，その純粋無垢な熱い精神に，強い衝撃
と魅力を感じてきたのだと思います．
最後に，友田先生が最晩年に結果的に残されたと言う

べき，栄養学にまつわるエピソードをご紹介しておきま
す．奥様が十数年前に亡くなられたあと，友田先生は一
人暮らしをされていましたが，5年ほど前に心筋梗塞で
倒れられ，ステント治療を受けられました．その後は短
時間の介護を受けながらも，やはり基本的にはお一人で
の自由な生活を送られたのでした．しかしその間の食事
は，たとえば朝は菓子パンにカルピスと牛乳を割った飲
み物を，昼にはコンビニの数個の握り寿司を，そして夕
方はお菓子とカルピス牛乳のみを食すという驚くべき偏
食を続けられたのでした．ヘルパーさんや看護師の専門
職の方から，あまりに偏った食事と水分摂取の不足を懸
念されてきたのですが，先生は頑として好きなものだけ
を食べ続けられ，95歳の長寿をまっとうされたのです．
この事例は，むしろ栄養学に再考を促すものではないか
と思います．先にも述べましたように，友田先生は若い
ときに結核を患われて片方の肺切除術を受けられており，
いつも不調を訴えられていましたし，先生ご自身も短命
だと思っておられました．その点でも虚弱体質は短命だ
との常識を破られたわけで，貴重な教訓を残されたので
はないでしょうか．
友田先生を見送るにあたっては，昔からの研究仲間や

縁のあった方々が十数名あつまり，儀式は一切せずに集
まった方々がそれぞれに，思い出話や送る言葉を述べて
お別れをしました．そして，友田先生のご遺体は火葬に
ふし，遺言にしたがって遺灰は琵琶湖に眠られたことを
申し添えておきます．
なお筆者は高等学校で友田先生から物理の授業を受け

た教え子であり，また，その後の研究の弟子でもありま
した．

友田淑郎氏の著書：『琵琶湖とナマズ』（汐文社），『琵
琶湖のいまとむかし』（青木書店），『魚類の歴史』（共著，
千代田書房）など．

（小寺春人　Haruto Kodera：〒 230–8501　横浜市鶴見区鶴
見 2–1–3　鶴見大学歯学部解剖学教室　e-mail: kodera-h@
tsurumi-u.ac.jp）
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落合　明先生のご逝去を悼む

高知大学名誉教授，元日本魚類学会会長　落合　明先
生は，2017年（平成 29年）12月 30日に奥様とお嬢様
などご家族に看取られ，95年の人生の幕を閉じられま
した．
落合先生は 1923年（大正 12年）9月 14日，三重県

安芸郡芸濃町でお生まれになりました．幼い頃には地元
の小川で小魚と遊んだ楽しい経験があり，その後の進路
選択に影響したと述懐されていますが，1947年に新設
された京都大学農学部の水産学科への入学が許されたと
きには，すでに魚の研究を目指す決意が固まっていたと
のことでした．

1950年には，京都大学の水産学科を卒業され，同年 4
月には同学科水産生物学講座の助手に採用されました．
当時，水産生物学講座には主任の松原喜代松教授と技官
の石山礼蔵先生（後に東京水産大学教授）が在籍されて
おられました．この時期，松原教授は，魚類分類学とり
わけ系統・類縁関係を念頭においた系統分類学の確立に
心血を注がれておられた時代でした．落合先生は，松原
研究室の研究条件について，戦後間もない物資不足の時
代であったにもかかわらず，多数の文献と標本が整備さ
れており，人材的にも魚類研究を進めるための好条件が

写真 1.　高知大学在籍時代の研究室での御姿（1987年）．
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そろっていたと述懐されています．ここで，落合先生は，
新たに推計学的手法を採用し，種間差を総合的に判別す
る方法を駆使して，疑問種などの識別法の解明にあたっ
ていました．学位論文のタイトルは「ウシノシタ類の系
統分類」であり，四国・九州・奄美方面から採集した標
本を用い，解剖学的手法と比較生態学的手法を駆使して
のモノグラフを完成しています．この論文は，後に，米
国の魚類学会の重鎮，C. L. Hubbs 博士（カルフォルニア
大学教授）やW. A. Gosline博士（ハワイ大学教授）の目
に留まり学術誌 Copeia誌上に紹介され，控え目ではあ
りますがそのことを誇りにされていました．
京都大学への採用後の松原研究室のスタッフの一人と

して，この研究室の若手研究者の指導・援助にあたって
こられました．当時，博士課程に進んだ学生には岩井　
保（後に京都大学名誉教授），浅野博利（後に近畿大学
教授），赤崎正人（後に宮崎大学教授），岡村　収（後に
高知大学名誉教授），尼岡邦夫（後に北海道大学名誉教
授）などの諸先生方が在籍され，いずれも綿密な解剖学
または組織学的手法によって，それぞれアユ，アナゴ類，
タイ類，ソコダラ類，ヒラメ類に関する研究を発展させ
られ，大部の学位論文を書き上げられました．

1965年（昭和 40年）には高知大学農学部に栽培漁業
学科が創設され，翌年開設された水族生理生態学講座に
主任として着任されています．当時は，戦後の経済成長
期にあたり，水産資源の減少や環境問題が厳しくなり，
これに関係する研究開発や人材養成が急務となりつつあ
りました．水族生理・生態学講座は，落合　明教授，楠
田理一助教授，楳田　晋助手の 3人で出発し，それぞれ
魚類生態学，魚病学，種苗生産開発学などを担当されて
いました．後に筆者が助手として加わり，魚類遺伝・育
種学を担当しました．養殖漁業，種苗生産，魚病対策，
品種改良保全などに関わる技術者・研究者を育て，水産

試験場，栽培漁業施設，養殖生産会社などへ人材を輩出
しています．
落合先生の研究業績については，定年退官の時点で，

著書が 21編，研究論文が 73報，総説・解説 44篇，調
査報告書 10編の大部を数えています．著書の中での代
表的な業績としては，「Fauna Japonica-Soleina」（東京電
機大学出版局），「新日本動物図鑑（下）」（北隆館），「魚
類学（上）・（下）」（恒星社厚生閣），「魚類生態学」（蒼
洋社），「土佐の魚たち」（丸ノ内出版），「魚類生理」（恒
星社厚生閣），「新版魚類学（上）・（下）」（恒星社厚生閣），
「高知県の淡水生物」（高知県内水面漁業協同組合連合
会），「日本産魚類大図鑑」（東海大学出版会）などが挙
げられます．研究論文 73篇の内訳としては，魚類の分
類と形態に関するもの（30編），魚類の生態に関するも
の（13編），増養殖魚の種苗生産に関するもの（23編）
が含まれています．総説・解説としては 44篇があり，
フィシュマガジン，世界動物百科，釣りサンデー，養殖，
などの普及誌に公表されています．一般科学雑誌に公表
して，専門的内容を普及・解説するという明確な意思が
感じられます．受託研究による調査報告書が 10報あり
ますが，漁礁の増殖学的研究（高知県），浦の内湾の水
産開発の方向と問題点（高知県），四万十川の生物相に
関する総合研究（高知県），近海漁業資源の家魚化シス
テムの開発に関する総合研究（農林水産技術会議）など
いずれも実用的技術開発に関わる仕事で，社会貢献への
志向性がうかがわれる内容でした．これらの研究業績の
他に，定年退職後は悠々自適の生活のなかで，魚類の生
理生態に関わる著書「検証の魚学・魚に魅せられて」（緑
書房）や「魚類解剖大図鑑」（緑書房）を共同執筆され，
この本が最後の力作となりました．
学会活動においては，日本水産学会評議員，日本水産

学会理事，日本魚類学会評議員，日本魚類学会副会長，

写真 2.　京都大学、高知大学の関係者とともに．勲三等旭日中綬賞受賞祝賀会の記念写真（2000年）．
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日本魚類学会会長，動物分類学会評議員などの要職を務
められました．また，これまでの学術活動のなかで，高
知県出版文化賞（土佐の魚たち，1971年），日本水産学
会功績賞（魚類の分類並びに生態に関する一連の研究）
を受賞されています．

1987年（昭和 62年），37年間の大学教員生活に終止
符をうち高知大学を退職された後は，住み慣れた南国の
地を後にして，ご家族のお住まいに近い神奈川県秦野市
へ居を移されました．そこでは，東京までごく近いとい
う地の利を活かし，魚類学会の行事に積極的に出かけら
れ，同学会の副会長，会長（1989–1993年）として会の
運営についても貢献されました．

2000年（平成 12年）には勲三等旭日中綬章を受賞され，
新横浜のプリンスホテルにて祝賀会が挙行され，全国か
らはせ参じた卒業生・関係者の皆さんの祝福を受けられ
ました．ご挨拶では，この年，先生は喜寿を迎えられて
いたのですが，ご自身は「中年ごろから病弱になりとて
も長生きはおぼつかないと思っていたが，魚類学の教育
や研究を長くやってきたことが認められた．ここにきて
叙勲を受けることになりこの上ない喜びだ」と素直に嬉
しさを表されました．
先生の晩年は，富士山を眺望することができる秦野市

のご自宅において，悠々自適の生活を楽しまれておりま
した．先生の現役時代にお世話になった関係者や卒業生
がときどき先生のご自宅へお邪魔して先生と楽しいお話
をさせていただいておりました．最晩年は，娘の潤子さ
んご一家のお住まいのある東京都町田市へ移り，奥様（文
子様）とともに最後のひと時をお過ごしになり，平成
29年 12月 30日にこの地で，ご家族に看取られ安らか
な終焉を迎えられました（合掌）．

（谷口順彦　Nobuhiko Taniguchi：〒 612–8341 京都市伏見
区聚楽町 1丁目 717–3，元東北大学大学院農学研究科集
団遺伝情報システム学講座　e-mail: nobuhiko-lesri@kib.
biglobe.ne.jp）
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編集委員会からのお知らせ
 

魚類学雑誌への早期公開システムの導入

昨 年，J-STAGE（https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/
ja）を利用した魚類学雑誌への早期公開（オンライン
ファースト）システムの導入が幹事会・評議員会（当時）
で承認されましたが，本号掲載論文からこのシステムを
導入しました．今後，受理され早期公開用の編集 pdfが
完成した論文は，このシステムを利用し随時公開してい
く予定です．
なお，この早期公開論文の閲覧は会員のみの権利と

なっておりますので，魚類学雑誌の J-STAGEサイト
（https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jji/advpub/0/_contents/-
char/ja）にアクセス後，閲覧には IDと PWが必要とな
ります．これはメルマガ（メルマガ配信を登録されてい
ない方には今後郵送）で皆様にお知らせしておりますの
で，そちらをご入力ください．
本システムの導入により，年 2回のみの冊子体の出版

を待たず，受理された論文の公開を迅速に行うことが可
能となりますので，会員の皆様が和文で論文を執筆しよ
うという場合は，本誌への積極的なご投稿をお願いいた
します．
 
（細谷和海　Kazumi Hosoya：日本魚類学会会長　〒 631–
8505　奈良市中町 3327–204　近畿大学農学部　e-mail: 
hosoya@nara.kindai.ac.jp；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）




