
日本産魚類全種目録の作成と
デジタルデータの共有

鹿児島大学総合研究博物館
本村浩之



鹿児島大学総合研究博物館の概要

鹿児島大学総合研究博物館の魚類コレクション

日本産魚類全種目録の作成と内容

デジタルデータの共有

今後の展望

本日の内容



・地方大学で唯一の文科省設置の総合博物館（2001年設置）

・専任スタッフ4名（魚類分類学・植物分類学・考古学・医歯学）

・主要自然史コレクションは魚類（22万点+）と植物（15万点）

常設展示室

鹿児島大学総合研究博物館



年 平 均
13,000件

2005年 ：14 登録標本

2022年 ：220,000 登録標本（plus未登録標本約20,000点）
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鹿大総合研究博物館魚類コレクションの特徴―1
● 九州・沖縄地方最大規模の魚類コレクション（22万点）タイプ標本1,100点

● 充実した魚類DNAコレクション（3000種，10万点）
肉片や鰭（-80度・乾燥・煮沸で保存）

● 世界最大規模の魚類標本画像コレクション（22万点）
地元の市民活動やメディア（新聞・テレビ）、一般向けの図鑑などにも利用



鹿大総合研究博物館魚類コレクションの特徴―2
● 東南アジアと琉球列島の魚類コレクション

● 国内外の研究機関への貸出（年平均60件，貸出標本数は5,000点）
鹿児島大学総合研究博物館の所蔵標本を用いた論文が毎年約80～100本出版



鹿大総合研究博物館魚類コレクションの特徴―3
● 研修の場として利用

国内外の公的機関（県立博物館など）に所属する学芸員や理科教員が魚類標本
の作製・管理方法を学ぶために利用

HPからダウンロード・プリント・配布
自由・無料

Step 1 運搬
Information 1 標本用麻酔薬
Step 2 冷凍
Step 3 解凍
Step 4 洗浄
Step 5 タグの割り当て
Step 6 組織切片
Step 7 展鰭
Step 8 撮影
Information 2 標本撮影の技術
Information 3 フィールドでの撮影
Information 4 横からの撮影
Step 9 タグ付け
Step 10 測定
Step 11 同定
Step 12 固定
Step 13 置換
Step 14 保管
Information 5 標本ラベル
Step 15 入力
Step 16 画像処理
Step 17 貸出

●17 stepsと5  information

●方法・手順・意味・道具



1固有番号で管理

標本（魚体）

組織サンプル（DNA解析用）

画像（生鮮時）

標本データ

●データベースソフト FileMaker Pro
●選択式（ポップアップリスト）
●辞書ファイル
（和名を入力→自動的に学名・科名が登録）

データの管理

正確な
種名リスト
が必要！



表とカード形式



科フォルダの中（例：ハタ科 ）



種フォルダの中

●科番号

●属名

●種小名

●機関略号

●標本番号

●和名

●産地

正確な
種名リスト
が必要！



与論島における魚類調査の例

鹿児島大学

総合研究博物館

魚類調査の統括

与論町漁協

採集支援・方言調査

与論町総務課

採集支援・陸水調査

与論町観光課

出版支援・販売

国内外の研究機関
（協力）

7か国のべ100人以上が参加
648頁
写真1808枚

出版

出資・販売

ヨロンスズメダイ

発見

命名

観
光
活
性
化

 多くの未記載種や日本未記録種を発見
 700種を標本とカラー写真で記録
 約5000標本を採集・保管（今後の研究に活用）

 これまで口頭伝承されていた魚の地方名を文字とし
て記録

協力：与論商工会・活性化センター・プリシアリゾート



697種，1808写真（648頁）414種，883写真（390頁）951種，704写真（264頁） 1277種，129写真（183頁）

494種，618写真（302頁） 1257種，3290写真（414頁） 505種，10写真（80頁）525種，1059写真（520頁）

正確な
種名リスト
が必要！

鹿児島・琉球列島の魚類多様性調査プロジェクト

各海域・各島嶼域の魚類相 300～3500種を掲載



日本産魚類全種リスト作成の経緯

2006年
鹿児島大学総合研究博物館の魚類標本データベー
ス用にリストを作成

↓ Update

2013年
科博から『日本産魚類検索（2013）』に掲載された
4210種のリスト作成アルバイトを引き受ける（科博の
データベース用）

↓ Update

2014年～現在
『日本産魚類全種目録』を作製・毎日更新



日本産魚類全種リストの必要性―1

from Nakae and Matsuura (2022: fig. 4.2)

日本産魚類の種数は右肩上がり
2013年→現在：500種追加

追加種以上に学名の変更（分類）や科の再編（分子系統）が多い
2013年→現在：800種変更



シノニム・学名の変更追加種

日本産魚類全種リストの必要性―2
日本魚類学会HPで随時更新

●最新情報を確認

▲全体を概観できない

▲ 1種の学名が複数回
変更されても分からない

▲新種・初記録種のみ
で、2例目以降の報告は
不掲載

▲既知種の報告は不掲
載

▲デジタル情報としての
活用が難しい



日本産魚類全種リストの内容

KAUM科番号

科

Family

種の和名

種の学名

Remarks

和名ヘボン式
ローマ字

本バージョンで変更・追加があった
前バージョンまでに変更・追加があった
『魚類検索（2013）』から変更なし

冊子体 2020年出版
エクセル版 毎日入力

2～3か月ごとに公開

Nanyo→Nan-yo
Monashi→Monnashi



日本産魚類全種リストの内容―併記

国際的にカマツカ科・ウグイ科
国内ではコイ科

国内外で異なる属名が使用されている



日本産魚類全種リストの内容―Remarks

坂本・田島（1995）佐賀自然史研究1:17-26，佐賀県；座間（1998）「万石浦の魚類の生態学的研究」，宮城県万石浦；田島（1999）佐賀自然史研究5:1-14，福岡
県矢部川；今坂（1999）佐賀自然史研究5:15-25，福岡県三橋町；藤井（2009）佐賀自然史研究15:21-25，佐賀県伊万里市佐代川河口；武内ほか（2011）近畿大
学農学部紀要44:63-87，和歌山県；平嶋・丸山（2012）南紀生物54:24-30，和歌山県和歌川河口；辻（2013）徳島県立博物館研究報告23:1-21，愛媛県伯方島；
山田ほか（2014）神奈川自然誌資料35:41-44，相模湾；竹内ほか（2015）日本生物地理学会会報70:1-11，対馬；辻（2015）徳島県立博物館研究報告25:1-24，愛
媛県岩松川；松沼ほか（2016）「鹿児島市の川魚」，鹿児島市；Koeda et al (2016) Fishes of Yonaguni，与那国島；辻・松田（2016）南予生物18:1-25，愛媛県八幡
浜市；中原ほか（2017）佐賀自然史研究22:48-51，佐賀市神野公園；Motomura & Harazaki (2017) Bull Kagoshima Univ Mus 9:1-183，屋久島；鹿野ほか（2017）
魚類学雑誌64:43-53，南西諸島における生息状況等；三井ほか（2017）神奈川自然誌資料38:67-76，神奈川県下山川水系；Iwatsuki et al (2017) Bull Grad Sch 
Bioresour Mie Univ 43:27-55，宮崎県（日向灘）；岩坪・本村（2017）「鹿児島湾の魚類」；木村ほか（2017）「口永良部島の魚類」；池（2017）鹿児島県立博物館研
究報告36:25-27，口永良部島；Nakae et al (2018) Mem Natl Mus Nat Sci Tokyo 52:205-361，奄美大島；三井・山川（2018）神奈川自然誌資料39:67-73，三浦半
島関根川水系；Mochida & Motomura (2018) Bull Kagoshima Univ Mus 10:1-80，徳之島；荻野ほか（2019）Nat Kagoshima 45:225-228，鹿児島県いちき串木野
市；Matsushige et al (2019) Ichthyol Res doi:10.1007/s10228-019-00704-x，鹿児島県本土の3河川；荒尾ほか（2019）神奈川自然誌資料40:41-48，東京湾；三井
ほか（2019）神奈川自然誌資料40:75-83，小田原城址公園内堀；中村ほか（2019）Nat Kagoshima 46:225-230，鹿児島湾奥の汽水池；本村ほか（2019）「奄美群
島の魚類」；村瀬ほか（2019）「門川の魚類」；Kuroki et al (2020) Ichthyol Res doi:10.1007/s10228-019-00731-8，神津島（淡水に加入しなかった個体）；伊藤ほか
（2020）Nat Kagoshima 46:275-278，鹿児島県いちき串木野市；Kumai et al (2020) Ichthyol Res doi:10.1007/s10228-020-00732-y，屋久島；Wakiya & Mochioka
(2020) Ichthyol Res doi:10.1007/s10228-020-00755-5，鹿児島県いちき串木野市土川川；Matsushige et al (2020) Ichthyol Res doi:10.1007/s10228-020-00759-1，
鹿児島県網掛川；Morita & Kuroki (2020) Ichthyol Res di:10.1007/s10228-020-00771-5，北海道；本村ほか（2020）「高尾野川河口の生きもの」；Fujiwara & 
Motomura (2020) Bull Kagoshima Univ Mus 14:1-73，喜界島；井上ほか（2021）魚類学雑誌doi:10.11369/jji.20-024，西表島；中川ほか（2021）Nat Kagoshima 
47:373-379，鹿児島湾北部霧島市；Itsukushima & Kano (2021) Biodivers Data J 9:367168，千葉県；村瀬ほか（2021）「ひむかの海の魚たち」，宮崎県門川町；
辻・松田（2021）南予生物20:12-33，愛媛県肱川水系；岩坪ほか（2022）「薩摩半島沿岸の魚類」；工藤ほか（2022）神奈川県自然誌資料43:97-142，三浦半島南
西岸；近藤ほか（2022）「ハチの干潟の生きものたち」，広島県竹原市（瀬戸内海）；黒木ほか（2022）魚類学雑誌doi:10.11369/jji.21-031，標準和名の基準標本
指定（浜名湖）；栗原ほか（2022）「延岡水辺の生き物案内」，宮崎県延岡市；Hibino et al (2022) Univ Mus, Univ Tokyo Material Rep 129:137-148，北海道，青森

県，福島県，茨城県，千葉県，栃木県，群馬県，新潟県，東京，八丈島，小笠原諸島，神奈川県，山梨県，長野県，静岡県，岐阜県，愛知県，三重県，和歌山
県，奈良県，京都府，兵庫県，島根県，山口県，高知県，愛媛県，福岡県，長崎県，有明海，宮崎県，下甑島，薩摩半島西岸，鹿児島湾，沖縄島，西表島

ニホンウナギのRemarks

著者・出版年・雑誌名・巻号・頁・産地・備考

分布記録・DNA解析・生態などの文献を網羅
原則、『日本産魚類検索（2013）』以降



日本産魚類全種リストの内容―外来魚

リストに含める外来魚
国内で再生産
標本に基づき論文で記録

リストに含めない外来魚
観賞魚の放流など単発の記録

標準和名が正式に提唱されていない種は二重引用符



日本産魚類全種リストの公開

冊子版
更新不可but永久保管可

デジタル版
更新可and利活用可

・検索ができる
・データベースの辞書ファイル
・魚類リスト作成（VLOOKUP関数など）

●無料公開
●利活用自由

論文・報告書
環境省・水産庁・地方自治体
地方博物館・大学研究室・環境アセス・個人



日本産魚類全種リストの問題点

日本魚類学会として発行・公開することは難しい（お墨付きと勘違い）
複数の学名からどれを選ぶか（属名・種小名・性など）
科・亜科の取り扱い（分子系統・形態・淡水魚問題）
外来魚の取捨選択

ほぼ機械的に出版物に基づき作成しているが、個人の見解とする必要がある

人手不足
論文を読んで判断し、更新するため、専門知識が必要



将来の展望

引き続き更新・公開 本日：4,726種
紙媒体も数年ごとに出版

各種の分布域の記載・分布図とリンク
各種の写真を加える

ご清聴
ありがとう

ございました

Fish illustrations by M. Meguro and T. Yonezawa
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