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福井県は本州のほぼ中央に位置し，日本海に面している．嶺北に北陸最大の九頭竜川水系（流路，116.3km）
が，ついで嶺南に南川（38.5km）と北川（28.0km）があり，大小40本余りの河川がすべて日本海へ流入する．
さらに三方五湖と北潟湖，池ノ河内湿原，湧水池（大野市）などがあり，陸水環境はかなり変化に富む．しかし，
本県においても近年の自然開発や河川工事､水質汚濁等により陸水環境が悪化し，生息し難くなった生物が多く
見られ，早急に環境の保全と回復が求められている．
福井県の淡水魚類（純淡水魚・回遊魚・汽水魚）の調査では，古くは加藤（1906）による九頭竜川水系での

26種の記録がある．その後､五十嵐・加藤（1966）や平井（1972）の調査があり，さらに加藤（1985）の｢福
井県の淡水魚類｣で24科68種が，加藤（1998）の｢福井県の淡水魚類｣により28科97種及び亜種が報告された．
後者の調査は過去30年余り（1964～96年）にわたるもので，これに新しく確認された未記載種のナガレホト
ケドジョウ（加藤，2000）を加えると，本年までに28科98種及び亜種(移入魚を含む)が確認されている．
上記の魚種から，福井県の在来魚で今回の県域の基準に該当する希少淡水魚は，下記の13科33種で，この中

に，環境庁（1999）が指定した希少淡水魚は８種含まれている．なおこの結果は，1995～2001年にわたって
調査した資料により，本県の淡水魚の現況を基にしている．
1. 県域絶滅 なし　
2. 県域絶滅危惧Ⅰ類（４科８種）

アカヒレタビラ，イチモンジタナゴ，ハス，ナガレホトケドジョウ，ホトケドジョウ，陸封型イトヨ，トミ
ヨ，クルメサヨリ

3. 県域絶滅危惧Ⅱ類（11科17種）
スナヤツメ，カワヤツメ，イワナ，サクラマス（ヤマメ），ワカサギ，シラウオ，アブラボテ，アジメドジ
ョウ，スジシマドジョウ，アカザ，メダカ，降海型イトヨ，シンジコハゼ，ジュズカケハゼ，クロヨシノボ
リ，カワヨシノボリ，カマキリ　

4. 県域準絶滅危惧（５科７種）
ウナギ，サケ，イトモロコ，ムギツク，シロウオ，トウヨシノボリ，カジカ

5．要注目（１科１種） 回遊型カジカ　　
上記の淡水魚が減少する原因として，河川ではダム，砂防，護岸，付近の道路敷設等の諸工事，森林とくに河

畔林の伐採，水質汚濁等があげられる．上流域ではイワナ，ヤマメ（サクラマス：回遊魚），ナガレホトケドジ
ョウ，アジメドジョウ，スナヤツメ，アカザ，カジカなど，中・下流域ではアカヒレタビラ，アブラボテ，スジ
シマドジョウ，カワヤツメ・降海型イトヨ・回遊型カジカ・カマキリ･シロウオ・サケ(回遊魚)など，また海岸
沿いの小河川では，クロヨシノボリ・トウヨシノボリ（回遊魚）などの減少が著しい．
湖では，護岸工事や水質汚濁により，ハス，イチモンジタナゴ，ワカサギ，シラウオ，クルメサヨリ，シンジ

コハゼが，湧水池では水涸れが起こり，陸封型イトヨやトミヨ，ホトケドジョウなどの魚が，それぞれ減少の一
途をたどっている．
淡水魚等の陸水生物がすめる水環境を保全するには，河川工事の際に多自然型川づくりをするなどして，そこ

にすむ生物の生態に配慮すべきである．すでに設置されている堰堤や落差工，コンクリート護岸については見直
し，可能な限り自然に近い状態に復元する事が望ましい．湖のコンクリート護岸についても同様に見直し，魚の
生息や繁殖の場として，水草の生える水辺移行帯を復元することが望まれる．またヨシなどの水生植物は水質汚
濁防止にも有効であることがわかっている．自然との共生には，上記のような取り組みがぜひ必要である．

引用文献
１．平井賢一・田中　晋・水野信彦・須永哲雄．1972．九頭竜川・真名川水系の魚類．真名川ダム工事事務所

編真名川ダム漁業調査報告書：135-195.
２．五十嵐清・加藤文男．1966．福井県の淡水魚類．福井県の生物：77-99．福井県高等学校生物教育研究会

理科部会．
３．加藤賢二．1906．福井地方淡水魚類. 動物学雑誌，18（207）：27-29.
４．加藤文男．1985．福井県の淡水魚類．福井県の陸水生物（みどりのデータバンク付属資料）：67-140．福

井県．
５．加藤文男．1998．福井県の淡水魚類．福井県の陸水生物（みどりのデータバンク付属資料，第２回）：125-

203．福井県．
６．加藤文男．2000．福井県産ホトケドジョウ属魚類２種とチチブ属魚類２種，ウキゴリ属魚類３種の形態と

分布．福井市自然史博物館研究報告，（47）：33-45．
７．環境庁．1999．レッドリスト　汽水・淡水魚（資料）．

（加藤　文男）
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アカヒレタビラ

コイ目コイ科
Acheilognathus tabira subsp. 1 

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
普通は河川の中流域から下流域，湖沼に生息するが，東北地方ではヤマメなどがすむ清流にも生息している．
雌は産卵期に産卵管を長く伸ばし，ドブガイやイシガイなどの淡水産の二枚貝に産卵する．
食性は付着藻類や小動物などを食べる雑食性である．産卵期に雄の尻鰭の外縁部が赤く縁取られ非常に美しい
婚姻色を現すが，中には桃色や白色の個体もみられる．
●生息状況
太平洋側では利根川以北，日本海側では秋田県から島根県にかけて分布している．
本県では九頭竜川水系の他に，大野市の数ヶ所の溜池で確認されている．
●存続を脅かす要因
産卵の母貝となる二枚貝の生息域と量が激減し，そのためほとんどのタナゴ類が絶滅の危機にある．
大野市の溜池では，現在のところかなり個体数は多いものの小規模なので，環境の変化が容易に起こりやすく，
池の水涸れが懸念される．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
加藤文男　1981．福井県の淡水魚類 2．タナゴ亜科魚類．武高評論 (12)：21-27．
松田隆喜・松村俊幸　2000．大野市「馬清水」で採集されたタナゴ類．福井陸水生物会報 (8)： 48-53．
長田芳和．1989．アカヒレタビラ．日本の淡水魚．川那部浩哉・水野信彦編・監修：374-375．山と渓谷

社，東京．
中坊徹次編．2000．日本産魚類検索．1748pp．東海大学出版会,  東京．

イチモンジタナゴ

コイ目コイ科
Acheilognathus cyanostigma Jordan et Fowler

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧ⅠB類

●種の特性
平野部の流れの緩やかな小川，水路，湖沼などに生育し，水草の繁茂した場所を好む．雌は長い産卵管を持ち，
イシガイ科の二枚貝のえらに産卵する．
食性は付着藻類や小動物などを食べる雑食性である．体側に太く長い青緑色の縦条があり，これが「一」の字
に似ていることからイチモンジの名がある．
●生息状況
濃尾平野と近畿地方に自然分布する．移入により山陽地方，四国，九州にも生息するようになった．
日本海側では本県の三方湖が唯一の自然分布域であった．しかし，最近の調査では確認されていない．九頭竜
川水系にも生息するが，これは移入によるものと推定される．
●存続を脅かす要因
湖の富栄養化と，流入河川の改修などが産卵場所となる二枚貝の減少をもたらし，それによって本種の生息数
が極度に減少したものと思われる．また，ブルーギルやオオクチバスなどの無思慮な放流も，本種を激減させ
た一因と考えられる．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
長田芳和．1989．イチモンジタナゴ．日本の淡水魚．川那部浩哉・水野信彦　編・監修．p.372．山と渓谷

社，東京．
中坊徹次編．2000．日本産魚類検索．1748pp．東海大学出版会,  東京．
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ハ　　　ス

コイ目コイ科
Opsariichthys uncirostris uncirostris (Temminck et Schlegel)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
日本におけるコイ科の淡水魚としては唯一の魚食性である．魚を追って捕食することから成魚の行動は活発で，
驚くと水面に飛び出し，船の中に飛び込んできたりする．食物の供給が保証される大河川や湖沼に連なる河川
でないと，生存は困難である．
形態上の特徴は，大きな「へ」の字型をした口で，他種との比較は容易である．なお三方湖産のハスの側線鱗
数は45～48で，琵琶湖産ハスの50～59に比べて少なく，形態的にやや異なる．産卵期の雄は赤紫色の婚姻
色が現れ，頭部や尾柄部，尻鰭には多数の追星が見られる．
●生息状況
現在では琵琶湖産稚アユの移植により，日本全国の大規模な河川の中流から下流部や湖沼に広く定着している
が，本来は琵琶湖淀川水系と本県の三方湖にのみ分布していたとされる．また，三方町の鳥浜貝塚から本種の
骨が出土し，縄文人の食料となっていたことがわかっている．しかし，最近の調査では三方湖では確認されて
いない．その他に，本県でハスが確認されているのは，北潟湖に注ぐ観音川，九頭竜ダム湖であるが，これら
はすべて移入によるものである．
●存続を脅かす要因
琵琶湖淀川水系を除くと，全国で唯一自然分布する三方湖は，近年の富栄養化によって水質は悪化の一途をた
どっている．三方湖ではハスが確認されず，すでに絶滅した可能性も考えられる．仮に生息していも，移入さ
れたハスとの間で交配がおこり，三方湖産ハスの特性が失われる可能性がある．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
中坊徹次編．2000．日本産魚類検索．1748pp．東海大学出版会,  東京．
田中　晋．1989．ハス．日本の淡水魚，川那部浩哉・水野信彦編・監修：250-255．山と渓谷社，東京．

ナガレホトケドジョウ

コイ目ドジョウ料
Lefua sp.

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧ⅠＢ類

●種の特性
ホトケドジョウに類似するが，それより小さく体長４～５cmで，体形が細長い．周りが森林に囲まれ，川幅
３～５m位の山地渓流のれき下に潜む．
餌は底生の小動物と思われるが，産卵期等を含めた生態についてまだ不明な点が多い．
●生息状況
太平洋側では，和歌山県から岡山県までの瀬戸内海斜面，徳島県及び静岡県西部に分布し，日本海側では兵庫
県と京都府，福井県に分布する．
本県では小浜以西の河川（北川，南川，佐分利川）でごく少数確認されているに過ぎない．
●存続を脅かす要因
ダム，砂防堰堤，護岸工事，山間部の道路の敷設などで本種の生息環境が悪化し，個体数が極度に減少したも
のと思われる．
●参考文献
細谷和海．1993．ドジョウ科．中坊徹次編．日本産魚類検索．全種の同定：232-235．
加藤文男．2000．福井県産ホトケドジョウ属魚類顛２種とチチブ属魚類２種，ウキゴリ属魚類３種の形態と

分布．福井市自然史博物館研究報告 (47)：33-45．
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ホトケドジョウ

コイ目ドジョウ科
Lefua echigonia Jordan et Richardson

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧ⅠB類

●種の特性
湧水を水源に持つ細流，用排水路や池の砂れき底または泥底で，水草の間や石の下にすみ，底生の小動物を食う．
産卵期は４～６月で，稚魚は始め流れのゆるい場所の表層にいて浮遊生物を食べ，後に底生生活をするように
なる．
●生息状況
日本特産で，本州，四国に分布する．
本県では九頭竜川支流竹田川水系，笙の川， 川支流に分布するが，年々分布域は狭まり生息数は減少している．

●存続を脅かす要因
水田の圃場整備，河川の護岸工事，湧水池の埋め立て，水質汚濁などで本種の生息環境が悪化し，生息数が極
度に減少したものと思われる．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
宮地伝三郎・川那部浩哉・水野信彦．1976．原色日本淡水魚類検索図鑑．462pp．保育社，大阪．
中村守純．1984．原色淡水魚類検索図鑑．262pp．北陸館，東京．
加藤文男．2000．福井県産ホトケドジョウ属魚類２種とチチブ属魚類２種，ウキゴリ属魚類３種の形態と分

布．福井市自然史博物館研究報告 (47)：33-45．
川内一憲・長谷川巌．1999．福井県金津町宮谷川で確認されたホトケドジョウの生息地と計測値．Ciconia

(福井県自然保護センター研究報告)，8：39-44．

陸封型イトヨ

トゲウオ目トゲウオ科
Gasterosteus sp.

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　地域個体群

●種の特性
湧水池とその流水路にすむ．水温15℃前後の水の澄んだ砂泥底で，水草のある所を好む．生涯を淡水中で過
ごす陸封型で，小型の底生動物や浮遊動物を食う．産卵期は５～10月，砂泥底のくぼみに雄が水草や繊維を
集めて巣を作り，そこへ雌が産卵する．雄がなわばりをもち巣や仔稚魚を保護する．
●生息状況
北海道大沼，青森県，福島県会津田島，栃木県那須，福井県大野市の湧水に分布し，福島県以降の三県では天
然記念物に指定されている．
本県は陸封型イトヨの南限地に当たり，1934年５月１日に大野の本願清水（湧水池）が生息地として国の指
定を受けた．ここは保護を受け，今もいくらか生息している．
●存続を脅かす要因
扇頂で地下への伏流水が減少し，一方，湧水汲上げ量が増加するなどで，地下水位が次第に低下し，本願清水
の湧水涸れが起こるようになった．また開発でイトヨがすむ多くの湧水池が埋め立てられ，その生息環境が極
度に悪化し，分布域と生息数が激減した．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
宮地伝三郎・川那部浩哉・水野信彦．1976．原色日本淡水魚類検索図鑑．462pp．保育社，大阪．
大野市教育委員会．1973．大野盆地における陸封型イトヨの生態．48pp．
大野市教育委員会．1998．天然記念物本願清水イトヨの生息地緊急調査報告書．33pp．
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ト　ミ　ヨ

トゲウオ目トゲウオ科
Pungitius sinensis (Guichenot)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
湧水池とその流水路にすむ．水温15℃前後の水の澄んだ砂泥底で，水草のある所を好む．小型の底生動物や
浮遊動物を食う．
産卵期は３～７月で，水草の茎（泥面より少し上）に，雄が水草や繊維を集めて巣を作り，そこへ雌が産卵す
る．雄がなわばりをもち，巣や仔稚魚を保護する．
●生息状況
シベリア，樺太，千島，北海道，青森，秋田，山形，新潟，富山，石川，福井の各県に分布する．
本県では鯖江市五郎丸町と武生市上真柄町に分布していたが，前者の水域では1950年以後に絶滅した．後者
の水域でも生息数が減少し，現在，治左川の一区域で保護を受け，そこにだけ生息している．
●存続を脅かす要因
扇頂での伏流水が減少し，一方で湧水の汲上げ量が増加するなどで，地下水位が次第に低下し，湧水涸れが起
こるようになった．また開発で多くのトミヨのすむ湧水池が埋め立てられ，その生息環境が極度に悪化し，生
息数が激減した．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
宮地伝三郎・川那部浩哉・水野信彦．1976．原色日本淡水魚類検索図鑑．462pp．保育社，大阪．
中村守純．1984．原色淡水魚類検索図鑑．262pp．北陸館，東京．
加藤文男．1985．福井県に分布する陸封型イトヨとトミヨの現状．福井陸水生物会報 (4)：9-13．

クルメサヨリ

ダツ目サヨリ科
Hemiramphus kurumeus (Jordan et Starks) 

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
汽水性の魚で，５～10月には純淡水域まで侵入する．全長は10～18cmで小型，下顎先端の下面が黒色であ
る．サヨリは全長40cmを超え，下顎先端の下面が朱紅色で，前者と区別できる．
●生息状況
本州（太平洋側は青森県小川原沼以南），九州（有明海側），朝鮮半島（南及び西側），揚子江下流などに分布
する．
本県では，これまで九頭竜川下流の汽水域，三方湖群，北潟湖での記録があるが，現在はほとんど確認し難い
ほど少ない．
●存続を脅かす要因
湖と河川の護岸工事，水質汚濁などで，本種の生息環境が悪化し，個体数が急速に減少したものと思われる．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
宮地伝三郎・川那部浩哉・水野信彦．1976．原色日本淡水魚類検索図鑑．462pp．保育社，大阪．
中村守純．1984．原色淡水魚類検索図鑑．262pp．北陸館，東京．
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スナヤツメ

ヤツメウナギ目ヤツメウナギ科
Lamptera reissneri (Dybowski)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧Ⅱ類

●種の特性
大河川や湧水池に生息し，生涯を淡水域で過ごす．産卵期以外は水の澄んだ浅い砂または砂泥底に潜み，変態
後は全く食物をとらない．
産卵期は４～６月で，砂れき底にくぼみを作って産卵する．アンモシーテス幼生は川底の泥中にすみ，底泥の
上面または中にある有機物をろ過して食う．
●生息状況
日本のほぼ全土，朝鮮半島東北部，沿海州，樺太，千島，オホーツク海，ベーリング海沿岸に注ぐ河川に分布
する．
本県では，主要河川の上・中流域，湧水池などに分布していたが，生息数は激減し，九頭竜川水系，笙の川，
北川，南川，佐分利川などに僅かにみられる．
●存続を脅かす要因
ダム，砂防堰堤，護岸工事，水質汚濁などで本種の生息環境が悪化し，個体数が極度に減少したものと思われる．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
岩田明久．1989．スナヤツメ．日本の淡水魚．川那部浩哉・水野信彦編・監修．p.38．山と渓谷社，東京．
宮地伝三郎・川那部浩哉・水野信彦．1976．原色日本淡水魚類検索図鑑．462pp．保育社，大阪．
中村守純．1984．原色淡水魚類検索図鑑．262pp．北陸館，東京．

カワヤツメ

ヤツメウナギ目ヤツメウナギ科
Lamptera japonica (Von Martens)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
２年間を海で過ごし，口の吸盤で魚の皮膚にとりつき，赤血球と筋肉を溶かし，血液ともに吸引する．
5～6月頃に遡河する．産卵は，中流域のれき底で雌雄1対によって行われ，産卵後はへい死する．アンモシ
ーテス幼生は中流域の淵や下流域の柔らかい泥中にもぐって生活し，泥中の有機物や珪藻類を摂る．秋より冬
に変態し，春に15～20cmで降海する．
●生息状況
本州（太平洋川で利根川以北，日本海側では島根県以東），北海道，樺太，治海州，朝鮮半島に分布する．
本県では県下一円の河川・湖沼に分布していたが近年は激減し，北潟湖，九頭竜川でわずかに確認される程度
である．
●存続を脅かす要因
堰堤，護岸工事，用排水路工事，水質汚濁などで本種の生息環境が悪化し，個体数が極度に減少したものと思
われる．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
宮地伝三郎・川那部浩哉・水野信彦．1976．原色日本淡水魚類検索図鑑．462pp．保育社，大阪．
中村守純．1984．原色淡水魚類検索図鑑．262pp．北陸館，東京．
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イ　ワ　ナ

サケ目サケ科
Salvelinus leucomaenis (Pallas)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
水の澄んだ河川の上流域（水温約15℃以下）に生息し，生涯を淡水中で過ごす．本県では降海型はみられな
い．瀬や淵，岸の岩陰に潜み，主に水生・陸生の昆虫を食う．産卵期は11月上・中旬で，川幅２～３m以下
の枝谷に集まり，砂れき底にくぼみを作って産卵する（水温，9～11℃）．稚魚は５月上旬頃ふ上し，1年で
体長約８cm，２～３年で13～20cmに成長し，成熟する．
●生息状況
本州，北海道に分布するが，降海型は太平洋側で北上川以北，日本海側で新潟県以北に分布する．
本県では，九頭竜川水系，笙の川，北川水系の各上流域に分布し，南川は移入によるものである．いずれの水
域でも生息数が激減し，一部の水域で放流が行われている．
●存続を脅かす要因
ダム，砂防堰堤，護岸工事，森林の伐採と道路敷設，水質汚濁などで本種の生息環境が悪化し，釣り人の乱獲
も加わり生息数が極度に減少したものと思われる．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
宮地伝三郎・川那部浩哉・水野信彦．1976．原色日本淡水魚類検索図鑑．462pp．保育社，大阪．
加藤文男．1992．九頭竜川水系のイワナの形態と生態・金沢大学日本海域研究所報告 (24)：35-48．
加藤文男．1993．九頭竜川水系のイワナの初期生活史・金沢大学日本海域研究所報告 (25)：71-82．

サクラマス（ヤマメ）

サケ目サケ科
Oncorhynchus masou (Brevoort)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
サクラマス（降海型）は，稚魚が川で1年（稀に２年）の生活後，春（本県では３～５月）に降海する．さら
に海で1年の生活後の春（２～５月）に遡河し，上流域で秋（９～10月）に成熟，産卵する．海では小魚や
浮遊動物を餌として，体長約50cmに成長する．
ヤマメ（河川残留型）は，水の澄んだ上流域にすみ（水温20℃以下），イワナ域の下手に分布し，すみ分ける．
主に水生・陸生の昆虫を餌として，１年で体長約11cm，２年で12～21cmに成長し，成熟する（雄の一部は
１年で成熟）．産卵期は本県で10～11月，瀬頭の砂れき底にくぼみを作り産卵する．
●生息状況
降海型は北海道，本州（太平洋側では神奈川県以北・日本海側では熊本県以北），朝鮮，シベリア，沿海州に
などに分布する．本県では九頭竜川水系，北川，三方湖，北潟湖などでごく僅かに確認される程度である．
河川残留型は，降海型の生息する全区域の他，本州（太平洋側は酒匂川以北，日本海側はほぼ全域），九州
（瀬戸内海流入河川を除く），台湾（大甲渓）などに分布し，本県では九頭竜川水系，笙の川，耳川，北川，南
川などに僅かに生息する．
●存続を脅かす要因
ダムや砂防堰堤の敷設・護岸工事，森林の伐採と道路敷設，水質汚濁，アマゴの放流などで，ヤマメの生息環
境が著しく悪化し，生息数が極度に減少したものと思われる．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．

サクラマス 
ヤマメ 
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加藤文男．1989．福井県河川に生息するヤマメの生活史．福井市自然史博物館研究報告 (36)：87-106．
加藤文男．1990．福井県の水域に見られるサクラマスの生活史に関する2，3の知見．金沢大学日本海域研

究所報告 (22)：153-172．
宮地伝三郎・川那部浩哉・水野信彦．1976．原色日本淡水魚類検索図鑑．462pp．保育社，大阪．
中村守純．1984．原色淡水魚類検索図鑑．262pp．北陸館，東京．

ワ カ サ ギ

サケ目キュリウオ科
Hypomesus transpacificus nipponensis (Dybowski)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
純淡水性のものと，汽水性や降海性のものとあり，容易に陸封される．餌は動物プランクトンを主とする雑食性．
産卵期は2～3月，主に川の水深20～40cmの砂れき底に産卵するが，湖岸でも行われる．ふ化した仔魚はす
ぐに海または湖に流れ下り，そこで成長する．
●生息状況
本州（太平洋側では千葉県以北，日本海側では島根県以北），北海道の沿岸域とそれに連なる湖沼や川に分布
するが，現在は人工受精卵の移植で，国内全土の湖沼や人工湖に生息している．
本県では，北潟湖と三方湖，真名川ダム湖（移入）に少数生息する．
●存続を脅かす要因
河川や湖の護岸工事，水質汚濁などで本種の生息環境が悪化し，生息数が極度に減少したものと思われる．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
宮地伝三郎・川那部浩哉・水野信彦．1976．原色日本淡水魚類検索図鑑．462pp．保育社，大阪．
中村守純．1984．原色淡水魚類検索図鑑．262pp．北陸館，東京．

シ ラ ウ オ

サケ目シラウオ科
Salangichthys microdon Bleeker

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
汽水湖や海の沿岸に多くすみ，浮遊動物を食う．河川産のものはふ化後に海に下り，産卵期まで沿岸で過ごす．
汽水湖産のものは多く湖に留まり，一部が秋に海に出る．
産卵期は３～４月，湖岸の水深２～３m以浅の砂れき底や，同程度の深さの水草や水藻に接着させるほか，川
へもさかのぼって産卵する．
●生息状況
北海道から熊本県，岡山県までの主要河川の河口域と汽水湖に分布する．国外では朝鮮半島や樺太に分布する．
本県では，北潟湖と三方湖にごく少数生息する．
●存続を脅かす要因
河川や湖の護岸工事，水質汚濁などで本種の生息環境が悪化し，生息数が極度に減少したものと思われる．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
宮地伝三郎・川那部浩哉・水野信彦．1976．原色日本淡水魚類検索図鑑．462pp．保育社，大阪．
中村守純．1984．原色淡水魚類検索図鑑．262pp．北陸館，東京．
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アブラボテ

コイ目コイ科
Tanakia limbata (Temminck et Schlegel)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
勾配の緩やかな小河川の上流から中流域に生息する．雌は産卵期に産卵管を長く伸ばし，イシガイ科の二枚貝
のえらに産卵する．
食性は付着藻類や小動物などを食べる雑食性である．「アブラ」の言葉が示すように，体は雌雄とも黒ずんで
いて他種との区別は容易である．特に産卵期の雄は暗横緑褐色で重油色を帯びる．
●生息状況
濃尾平野以西の本州，四国の瀬戸内海側，九州北西部に分布する．
本県においては，嶺北には分布せず，嶺南の笙の川水系と北川水系に分布する．日本海側では笙の川が東限と
思われる．過去には耳川でも確認されたが近年の調査では確認されていない．笙の川水系と北川水系において
も，その数は激減している．
●存続を脅かす要因
生息している河川が嶺南の一部に限られ，さらに護岸工事，用排水路工事などにより，産卵場所となる二枚貝
の生息域と量が激減した結果，本種の生息数が極度に減少したものと思われる．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
長田芳和．1989．アブラボテ．日本の淡水魚．川那部浩哉・水野信彦編・監修：356-357．山と渓谷社，

東京．
中坊徹次編．2000．日本産魚類検索．1748pp．東海大学出版会,  東京．

アジメドジョウ

コイ目ドジョウ科
Niwaella delicata (Niwa)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
水の澄んだ上・中流域にすみ，付着藻類を食う．秋には上流へ移動し，晩秋伏流水中にもぐる．１mも深くも
ぐることもあり，集って塊となり越冬する．
産卵期は冬または春と推定されるが，生態について不明な点が多いと言われる．稚魚は産卵床から５～６月に
現れ，れき底で生活を始める．
●生息状況
日本特産で，本州中部，近畿の数河川に分布する．
本県では九頭竜川水系，河野川，笙の川に分布するが，年々生息数は減少し，水域によっては全く生息しなく
なった所もある．
●存続を脅かす要因
ダム，砂防堰堤，護岸工事，水質汚濁などで本種の生息環境が悪化し，個体数が減少したものと思われる．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
後藤宮子．1989．アジメドジョウ．日本の淡水魚．川那部浩哉・水野信彦編・監修：395-397．山と渓谷

社，東京．
宮地伝三郎・川那部浩哉・水野信彦．1976．原色日本淡水魚類検索図鑑．462pp．保育社，大阪．
中村守純．1984．原色淡水魚類検索図鑑．262pp．北陸館，東京．



淡
水
魚
類

105

スジシマドジョウ

コイ目ドジョウ科
Cobitis tania striata Ikeda

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
中流域の川岸の淀みで，砂泥底にすみ，雑食性．大型で体長11～12cm，琵琶湖産のスジシマドジョウ大型
種に類似するが，尾鰭の斑紋が少し異なり，分類学的検討が必要である．産卵期は５～６月，泥底に卵をばら
まくといわれる．
●生息状況
近畿以西の本州と四国（瀬戸内海側）に分布し，本県で古くは九頭竜川での記録（青柳，1957）がある．こ
れまでは九頭竜川の中流域で確認され，年々生息数は減少し，確認できない年もある．
●存続を脅かす要因
護岸工事，水質汚濁などで本種の生息環境が悪化し，生息数が減少したものと思われる．
●参考文献
青柳兵司．1957．日本列島産淡水魚類総説．272pp．大修館，東京．
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
中村守純．1984．原色淡水魚類検索図鑑．262pp．北陸館，東京．
宮地伝三郎・川那部浩哉・水野信彦．1976．原色日本淡水魚類検索図鑑．462pp．保育社，大阪．
斉藤憲二．1989．スジシマドジョウ亜群．日本の淡水魚．川那部浩哉・水野信彦編・監修：386-391．山

と渓谷社，東京．

ア　カ　ザ

ナマズ目アカザ科
Liobagrus reini Hilgendorf

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧Ⅱ類

●種の特性
河川の水のきれいな上・中流域のれき下に潜み，夜間または濁水時に出て水生昆虫類を食べる．
産卵期は５～６月で，瀬の石の下に100～200個の卵を塊状に産着する．
●生息状況
アカザ属は日本では本種のみで，本州（太平洋側では富士川以西，日本海側では雄物川以南），四国及び九州
に分布する．
本県では，主要河川の上・中流域にごく普通に生息していたが，現在では生息数が激減している．
●存続を脅かす要因
ダム，砂防堰堤，護岸工事，水質汚濁などで本種の生息環境が悪化し，生息数が減少したものと思われる．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
宮地伝三郎・川那部浩哉・水野信彦．1976．原色日本淡水魚類検索図鑑．462pp．保育社，大阪．
中村守純．1984．原色淡水魚類検索図鑑．262pp．北陸館，東京．
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メ　ダ　カ

ダツ目メダカ科
Oryzias latipes (Temminck et Schlegel)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧Ⅱ類

●種の特性
平野部の池と沼，河川下流部の岸辺，水田とその用排水路などに，ごく普通に生息していた．生涯を淡水中で
過ごすが，温度，塩分，汚濁に比較的強く，海の沿岸や塩田にもすむことがある．水温13℃以下では不活発
で，冬季はあまり活動しない．
群れで生活し，水温18～30℃では周年産卵する．卵は水草に付着させ，ふ化後浮遊性の小動物を食べ，1．
５～２ヶ月で成熟する．寿命は普通1年で稀に２年．
●生息状況
日本（本州，四国，九州），朝鮮半島，アジア大陸東部，台湾，海南島に分布．本県では，県下一円に広く分
布していたが，現在は少数の地域の水田及びその用排水路と，湿地に残された池などに僅かに生息している．
日本のメダカに系統の異なる地域個体群があり，本県は北日本集団の南限に位置している．
●存続を脅かす要因
水田の圃場整備，河川の護岸工事，開発などで本種の生息環境が悪化し，生息数が極度に減少したものと思わ
れる．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
宮地伝三郎・川那部浩哉・水野信彦．1976．原色日本淡水魚類検索図鑑．462pp．保育社，大阪．
中村守純．1984．原色淡水魚類検索図鑑．262pp．北陸館，東京．
酒泉　満．1985．野生メダカの遺伝子レベルでの地域差．特集「メダカの生物学」．遺伝 39(8)：12-17．

裳華房．

降海型イトヨ

トゲウオ目トゲウオ科
Gasterosteus aculeatus (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
降海型で陸封型とは別種とされるようになった．海の沿岸や塩だまりなどに生息し，４月下旬頃から遡河して
くる．小型の底生動物や浮遊動物を食う．
産卵期は５～６月で，陸封型イトヨと同様に，砂泥底のくぼみに雄が水草や繊維を集めて巣を作り，そこへ雌
が産卵する．雄がなわばりをもち，巣や仔稚魚を保護する．
●生息状況
北半球の亜寒帯から温帯にかけて広く分布する．
本県では県下一円の大・小河川，湖に遡上したが，現在，三方湖群などでごく少数確認される程度である．
●存続を脅かす要因
堰堤，護岸工事，用排水路工事，水質汚濁などで本種の生息環境が悪化し，生息数が極度に減少したものと思
われる．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
宮地伝三郎・川那部浩哉・水野信彦．1976．原色日本淡水魚類検索図鑑．462pp．保育社，大阪．
中村守純．1984．原色淡水魚類検索図鑑．262pp．北陸館，東京．
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シンジコハゼ

スズキ目ハゼ科
Chaenogobius sp. 3

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
本種は，1984年に日本産の新しいハゼとして記録され，分類や生態面でまだ不明な点がある．イサザアミや
イトミミズなどの小動物を好んで食べ，飼育下では産卵期になると雄が盛んに巣穴を掘ることから，ジュズカ
ケハゼに似ていると推測されている．汽水域に生息するが，近縁種のビリンゴに比べれば塩分変化に対する適
応性は低いと考えられている．形態はビリンゴやジュズカケハゼによく似ているが，頭部の感覚管開孔の数や
位置で区別できる．
●生息状況
島根県の宍道湖で初めて確認されたが，近年では富山，石川，福井でも確認されている．
本県では北潟湖での生息が確認されている．
●存続を脅かす要因
今後調査が進めばさらに分布域は広がる可能性はあるが，現在のところ確認されている唯一の生息地である北
潟湖は，生活排水の流入や農薬散布により環境の悪化が深刻である．また，ブルーギルやオオクチバスなどの
放流による食害も懸念される．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
越川敏樹．1989．シンジコハゼ．日本の淡水魚．川那部浩哉・水野信彦編・監修：614-615．山と渓谷社，

東京．
中坊徹次編．2000．日本産魚類検索．1748pp．東海大学出版会,  東京．

ジュズカケハゼ

スズキ目ハゼ科
Chaenogobius laevis (Steindachner)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
産卵期は３～５月で，雄が深さ15cmほどの巣穴を泥底中に掘り，そこに雌を誘い壁面に卵を産着させた後，
雄が単独で巣穴にふたをしてふ化まで保護する．河川の中・下流域や湖沼などに生息し，近縁のビリンゴが汽
水域から海水域にすむのに対して，本種は幼魚・成魚とも一生淡水域で過ごす．
ユスリカの幼虫などの小動物を食べる．産卵期の雌は雄に比べ各鰭が大きくなり，体側には黒色と黄色に色分
けられた婚姻色が出現する．ビリンゴやシンジコハゼに似ているが頭部の感覚管がないことで区別できる．
●生息状況
北海道から九州にまで分布する．本県ではこれまで福井市の溜池と福井城濠の２ヶ所で記録されたが，その後
確認されていない．
●存続を脅かす要因
ため池のような狭い場所は，環境の変化が容易に起こりやすく，また池の水涸れも懸念される．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
岸　由二．1989．ジュズカケハゼ．日本の淡水魚．川那部浩哉・水野信彦編・監修．p.614．山と渓谷社，

東京．
中坊徹次編．2000．日本産魚類検索．1748pp．東海大学出版会,  東京．
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クロヨシノボリ

スズキ目ハゼ科
Rhinogobius sp. DA

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
他のヨシノボリと同様，雄は沈み石の下面に産みつけられた卵を保護する．ふ化した仔魚は直ちに海に下り，
２～３ヶ月後に川へ遡上し，両側回遊型の生活をする．本種は暖流の影響を受けやすい半島や岬の先端付近で，
流程が数km以下のごく小さい川に集中して分布する傾向がある．
雑食性であり底生小動物や水生昆虫などを主体に，付着藻類も食う．雌雄とも胸鰭基底部に黒色三日月状の斑
紋をもっている．雌は点線状の黒色縦帯が体側中央にあるので他のヨシノボリと区別できる．
●生息状況
千葉県および新潟県以南から南西諸島にかけて分布する．本県では越前海岸に注ぐ小河川，敦賀半島の小河川
で確認されている．
●存続を脅かす要因
本種が好んで生息する流程が数km以下の河川は，護岸工事で三面コンクリート張りにされてしまうところが
多く，生息場所が非常に減少している．特に越前海岸の小河川はほとんどの河川が改修されており，このまま
では今後生息できる可能性は極めて難しい．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
加藤文男・松田隆喜．1994．福井県河川におけるヨシノボリ類５種とカワヨシノボリの分布．福井市自然史

博物館研究報告 (41)：63-76．
松田隆喜・加藤文男．1995．福井県河川におけるヨシノボリ類５種とカワヨシノボリの分布（続報）．福井

市自然史博物館研究報告 (42)：35-40．
水野信彦．1989．クロヨシノボリ．日本の淡水魚．川那部浩哉・水野信彦編・監修：p.588．山と渓谷社，

東京．
中坊徹次編．2000．日本産魚類検索．1748pp．東海大学出版会,  東京．

カワヨシノボリ

スズキ目ハゼ科
Rhinogobius flumineus (Mizuno)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
他のヨシノボリと同様，雄は沈み石に産みつけられた卵を保護する．川の上流域から中流域にかけて生息する．
ふ化した仔魚は海へは下らず川の中だけで一生を送る．本種は止水域，すなわち湖や池に生息しないだけでな
く，川の生息域にダム湖が形成されるとその区間からは見られなくなるとの報告がある．
雑食性で底生小動物や水生昆虫などを主体に，付着藻類も食う．胸鰭条数が両側回遊型のヨシノボリでは19
～22，本種では15～17で数が少なく区別できる．ヨシノボリ類の中では卵径が最も大きい．
●生息状況
日本固有種で，富士山水系および神通川水系以西から九州北西部に分布する．本県では佐分利川の中～上流域
と南川の１支流にのみ分布する．
●存続を脅かす要因
堰堤，護岸工事，用排水路工事，水質汚濁などで本種の生息環境が悪化し，生息数が減少したものと思われる．
両側回遊型のヨシノボリ類と違い，他の河川へ移動できない本種にとっては，現在生息している河川の生息環
境の悪化が生存の脅威となる．
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●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
加藤文男・松田隆喜．1994．福井県河川におけるヨシノボリ類5種とカワヨシノボリの分布．福井県郷土自

然史博物館研究報告（41）：63-76．
松宮由太佳・渡辺勝敏・井口恵一朗・岩佐祐士・山本軍次・西田睦．2001．福井県嶺南地方を流れる南川水

系の淡水魚類．魚類学雑誌 48(2)：93-107．
松田隆喜・加藤文男．1995．福井県河川におけるヨシノボリ類5種とカワヨシノボリの分布（続報）．福井県

郷土自然史博物館研究報告 42 ：35-40．
水野信彦．1989．カワヨシノボリ．日本の淡水魚．川那部浩哉・水野信彦編・監修：600-601．山と渓谷

社，東京．
中坊徹次編．2000．日本産魚類検索．1748pp．東海大学出版会,  東京．

カマキリ（地方名 アラレガコ）

カサゴ目カジカ科
Cottus kajika Jordan et Starks

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
水の澄んだ河川の中流域のれき底にすみ，小型魚は主に水生見虫を，大型魚は主に魚を食う．未成魚は下流域
で越冬するが，成魚は晩秋降海し，河口付近の沿岸で産卵する．
産卵期は１～３月，ふ化した仔魚は治岸で浮遊生活後，底生生活に移り，全長1.3～1.5cmの稚魚に成長して
４～５月頃川をさかのぼる．
●生息状況
日本特産で本州（太平洋側では相模川以西，日本海側では雄物川以南），四国及び九州の河川に分布し，本州
の日本海側に多い．
本県では，主要河川と湖沼で確認され，九頭竜川のものは特に大型に成長し，1935年６月７日に国の天然記
念物に指定された．河川の中流域にごく普通に生息していたが，現在では生息数が激減している．
●存続を脅かす要因
堰堤，護岸工事，水質汚濁などで本種の生息環境が悪化し，生息数が減少したものと思われる．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
福井県内水面漁業協同組合連合会．1993．河川資源普及指導事業に係わる福井県河川実態調査（九頭流川）

報告書．95pp．
宮地伝三郎・川那部浩哉・水野信彦．1976．原色日本淡水魚類検索図鑑．462pp．保育社，大阪．
中村守純．1984．原色淡水魚類検索図鑑．262pp．北陸館，東京．
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ウ　ナ　ギ

ウナギ目ウナギ科
Angulla japonica Temminck et Schlegel

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
河川，湖，内湾に至るまで広く生息する．小魚，エビ，貝類，大型の水生昆虫を食う．
淡水で５～12年を経た後，親魚は秋に降海し，南西太平洋で産卵する．稚魚は変態してシラスウナギとなり，
海洋を遊泳して10月上旬～５月下旬に，群をなして河口に近づき遡河する．
●生息状況
西太平洋に広く分布し，日本全国に分布するが，新潟県，宮城県以北は少ない．朝鮮や中国中央部・南部，台
湾からベトナムまで分布する．
本県では，天然のウナギが県下の河川・湖沼など一円に分布していたが，近年は激減し，三方湖，北潟湖では
本種の種苗放流によるものがほとんどである．
●存続を脅かす要因
堰堤，護岸工事，水質汚濁などで本種の生息環境が悪化し，生息数が極度に減少したものと思われる．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
宮地伝三郎・川那部浩哉・水野信彦．1976．原色日本淡水魚類検索図鑑．462pp．保育社，大阪．
中村守純．1984．原色淡水魚類検索図鑑．262pp．北陸館，東京．

サ　　　ケ

サケ目サケ科
Oncorhynchus keta (Walbaum)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
海洋では群れで生活し，浮遊動物，ハダカイワシ類，イカ類などを食う．
本県では，10月下旬～11月に遡河し，中流域の流れの軽やかなれき底で，湧水のある所にくぼみを作り産卵
する．稚魚は４～５月に川を下り，海洋生活に入る．ふ化後３～５年で成熟し，母川に回帰する．
●生息状況
日本，朝鮮半島（東沿岸），沿海州，千島，カムチャッカ，アラスカ，北米西海岸（サンフランシスコ以北）
などに分布する．日本では，太平洋側で利根川以北，日本海側で福岡県以北に分布する．
本県では，以前に九頭竜川水系，河野川や北川，南川，佐分利川など多くの河川に遡上していたが，今は九頭
竜川と南川などに少数遡上するだけである．
●存続を脅かす要因
堰の敷設，護岸工事，水質汚濁などで本種の生息環境が著しく悪化し，生息数が極度に減少したものと思われ
る．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
宮地伝三郎・川那部浩哉・水野信彦．1976．原色日本淡水魚類検索図鑑．462pp．保育社，大阪．
中村守純．1984．原色淡水魚類検索図鑑．262pp．北陸館，東京．
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イトモロコ

コイ目コイ科
Squalidus gracilis gracilis (Temminck et Schlegel)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
川の中下流域や潅漑用水路の流れの緩やかな砂底・砂礫底に多く，砂底を群泳する．雑食性で水生昆虫，動物
プランクトン，付着藻類を食べる．口ひげが長く，側線上の鱗が上下に長いことが特徴である．
●生息状況
静岡県西部以西に広く分布する．本県では北川・南川水系でのみ確認されている．琵琶湖産稚アユに混ざって
移入されたものが，繁殖したのではないかと考えられている．しかし琵琶湖淀川水系では野洲川，木津川，桂
川などの支流に分布域が限られていること，同じように稚アユを放流している他河川では確認されていないこ
とから，在来種と推測する考えも否定できない．
●存続を脅かす要因
分布が嶺南の一部に限られているために，堰堤，護岸工事による生息場所の減少，水質汚濁など，今後の開発
いかんによって，現在の豊かな中流域の環境が損なわれれば，生息数が激減する恐れがある．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
細谷和海．1989．イトモロコ．日本の淡水魚．川那部浩哉・水野信彦編・監修：p.321．山と渓谷社，東京．
中坊徹次編．2000．日本産魚類検索．1748pp．東海大学出版会,  東京．

ム ギ ツ ク

コイ目コイ科
Pungtungia herzi Herzenstein

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
水の澄んだ中流域の，流れの緩やかな淵やよどみに多く生息する．数匹から数十匹の群でいることが多く，石
下や岩の裂け目などにひそむ習性がある．近年の研究の結果，ドンコなどの産卵室に託卵することが知られる
ようになった．
トビケラやユスリカの幼虫などの小動物を食べる．頭頂部は縦偏し，口は吻端にあってとがっているところは
モツゴにやや似る．１対の口ひげがあり，吻端から尾鰭基底までまでの体側に１本の顕著な黒い縦帯を持つ．
●生息状況
福井県・滋賀県・三重県以西の本州，四国北東部，九州北部に分布する．
本県では北川・南川水系で確認され，この河川が日本における分布域の東限であると思われる．かっては三方
湖でも確認されたことがある．
●存続を脅かす要因
分布が嶺南の一部に限られているために，堰堤，護岸工事による生息場所の減少，水質汚濁など，今後の開発
いかんによって，現在の豊かな中流域の環境が損なわれれば，生息数が激減する恐れがある．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
細谷和海．1989．ムギツク．日本の淡水魚．川那部浩哉・水野信彦編・監修：300-301．山と渓谷社，東京．
中坊徹次編．2000．日本産魚類検索．1748pp．東海大学出版会,  東京．
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シロウオ（地方名 イサザ)

スズキ目ハゼ科
Leucopsarion petersii Hilgendorf

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　準絶滅危惧

●種の特性
本来は海産魚で，沿岸部や内湾などの塩分濃度のやや低く，波が穏やかで水のきれいな環境に生息している．
成魚は早春，産卵のために群で水の澄んだ河川の河口部に遡上する．
小型の動物プランクトンを食べている．体は細長く側偏し，生時の体色は透明で内蔵が透けて見えるが，死後
は白濁する．第1背鰭と鱗がないのが特徴．
本県では毎年，早春になると南川の下流部でイサザ漁が行われ，春の風物詩となっている．
●生息状況
北海道南部から鹿児島県までの日本各地に分布する．本県では嶺南の河川と北潟湖などで確認されている．
●存続を脅かす要因
本種が産卵のために上る川は，河口部で川底のきれいな清流である．しかし堰堤，護岸工事，水質汚濁などで，
近年，良好な生息環境は減りつつあり，生息数が減少したものと思われる．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
道津喜衛．1989．シロウオ．日本の淡水魚．川那部浩哉・水野信彦編・監修：630-631．
中坊徹次編．2000．日本産魚類検索．1748pp．東海大学出版会,  東京．

トウヨシノボリ

スズキ目ハゼ科
Rhinogobius sp. OR

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
他のヨシノボリと同様，雄は沈み石に巣を作り卵を保護する．淡水域で一生を過ごすものものや両側回遊型の
生活をするものなど生態的にいくつかの型がある．
雑食性で底生小動物や水生昆虫などを主体に，付着藻類も食う．ヨシノボリ類中最も成熟体長や外部形態に変
異があり，今後の研究によって，さらにいくつかの型あるいは種に分けられることが予想される．尾鰭の基部
に橙色斑を持つことが和名の由来である．
●生息状況
琉球列島を除く日本全国の河川や湖沼に広く分布する．本県では敦賀市の小河川，九頭竜川水系，北潟湖に注
ぐ観音川，九頭竜ダム湖と真名川ダム湖の各流入河川などに生息している．このうち自然分布は敦賀市の1河
川が確実で，他はほとんどアユなどの各種放流用種苗に混入し移入されたものと思われる．
●存続を脅かす要因
自然分布しているのは嶺南の一河川で，流程数kmの小規模である．このような小河川は，今後の改修による
環境の変化が大いに懸念される．また，本種は今後の研究によっていくつかの型あるいは種に分類される可能
性があり，自然分布である本河川の意義は大きい．
また移植されたトウヨシノボリの分布域が徐々に広がっていており，この状況がさらに続くと，交配の結果，
本県産のトウヨシノボリの特性が失われる可能性がある．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
加藤文男・松田隆喜．1994．福井県河川におけるヨシノボリ類5種とカワヨシノボリの分布．福井市自然史

博物館研究報告 41：63-76．
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越川敏樹．1989．トウヨシノボリ．日本の淡水魚．川那部浩哉・水野信彦編・監修：594-597．山と渓谷
社，東京．

松田隆喜・加藤文男．1995．福井県河川におけるヨシノボリ類５種とカワヨシノボリの分布（続報）．福井
市自然史博物館研究報告（42）：35-40．

中坊徹次編．2000．日本産魚類検索．1748pp．東海大学出版会,  東京．

カ　ジ　カ

カサゴ目カジカ科
Cottus polluxs Günther

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
水の澄んだ河川の上流域から中流域上部にすむ．瀬のれき底に潜み，主に水生昆虫，底生の小甲殻類を餌とす
る．産卵期は３～６月，卵は大型でふ化後生涯を河川で過ごす．
●生息状況
本州・四国・九州（北西部）に分布し，河川や湖沼に広く生息する．
本県では大小多くの河川に分布し，生息数も非常に多かった．しかし近年になり，分布域，生息数共に減少し，
九頭竜川水系，南川，北川，佐部利川などの上流域に僅かに生息する程度である．
●存続を脅かす要因
ダム，堰堤，護岸工事，森林の伐採と道路工事などの影響で，本種の生息環境が悪化したことによる．回遊型
と異なり，他の河川への移動は不可能で，生息河川の生息環境の悪化は本種の存続を脅かすこととなる．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
後藤　晃．1989．カジカ．日本の淡水魚．川那部浩哉・水野信彦編・監修：666-667．山と渓谷社，東京．
加藤文男．1993． 福井県河川に生息するカジカの生態的２型―形態と分布―．福井市自然史博物館研究報

告（40）：53-58
宮地伝三郎・川那部浩哉・水野信彦．1976．原色日本淡水魚類検索図鑑．462pp．保育社，大阪．
中村守純．1984．原色淡水魚類検索図鑑．262pp．北陸館，東京．



淡
水
魚
類

114

回遊型カジカ

カサゴ目カジカ科
Cottus sp.

福井県カテゴリー　要注目
環境省カテゴリー　――

●種の特性
水の澄んだ河川の上流域下部から中流域にすむ．瀬のれき底に潜み，主に水生昆虫，底生の小甲殻類を餌とす
る．産卵期は４～６月，両側回遊型でふ化後すぐに海へ流下する．沿岸海域で浮遊ないし付着動物を食べ，体
長1.3～2.5cmになると川へ遡上し，底生生活に入る．前記のカジカ Cottus polluxs に比べ，本種は体がや
や大きく，卵は小型．とくに胸鰭条数13～17軟条，カジカの12～14軟条より僅かに多く，眼から鰓蓋に向
けて２本の暗色帯が，また眼後部と第１背鰭下に広い暗色帯があり（カジカは両方ともない），これらの諸点
で両種は識別できる．
●生息状況
北海道（日本海側），本州・四国・九州（北西部）に分布する．
本県では九頭竜川水系，南川，北川などで僅かに生息し，年々減少している．
●存続を脅かす要因
堰堤，護岸工事，水質汚濁などで本種の生息環境が悪化し，生息数が減少した．
●参考文献
福井県．1998．福井県の陸水生物．203pp．福井県．
後藤　晃．1989．カジカ．日本の淡水魚．川那部浩哉・水野信彦編・監修：666-667．山と渓谷社，東京．
加藤文男．1993． 福井県河川に生息するカジカの生態的2型―形態と分布―．福井市自然史博物館研究報告

（40）：53-58
宮地伝三郎・川那部浩哉・水野信彦．1976．原色日本淡水魚類検索図鑑．462pp．保育社，大阪．
中坊徹次．カジカ科．2000．日本産魚類検索．全種の同定：628-650．東海大学出版会,  東京．
中村守純．1984．原色淡水魚類検索図鑑．262pp．北陸館，東京．


