
オヤニラミ

生息数が減少し絶滅の危機にさしかかっている日本の淡水魚。西日本の

川の一部でしか見られない。もともとスズキ科の仲間で、長い間の進化の

過程で淡水域に棲むようになった。学名は「 」すなわち｢川のメkawamebari
バル｣という意味の名前が付いている。 エラぶたの後端に眼径大の斑紋が

あり、目が４つあるように見えるのでヨツメとも呼ぶ。

いろいろな呼び方中流から上流域のきれいな川に

棲み、水生昆虫、落下昆虫、小魚などを主食とする。 京都 ケントババア ミコシンダイ

６月になると比較的流れの緩やかな所で、ヨシの茎や ミコドン モウオ

流木の裏側などを利用して産卵する。産卵後は、オス 兵庫 アホドックリ オイシャハン オオサカ

だけで卵を守る。卵を守るために近づくムギツクを追 トップリ オサガキ オサキ カキノタネ

い払おうとしている間に卵が食べられ、ムギツクに托 カワメバル ソコテン ミコテン

卵されることもある （準絶滅危惧種） ミヨコタン ヨツメ。

島根 ヨツメブナ トウザブロウ

岡山 イシブナ カワメバル ミコブナ

ムシブナ ヨツメ

広島 オサッカチ トウザブロウ ヨツメ

江の川流域の水生生物
ゴギ

中国山地の一部の渓

流に棲むイワナの仲

間。イワナ属のうち、

最も西に分布する。氷

河期における地殻変動

によって陸封されたと考えられている。イワナには

頭部に黄色い斑点がないが、ゴギには頭の部分にも

はっきりと表れているのが特徴的。

漢字では御儀と書く。海から遠い山間部では、昔

は祭り事や神事に鯛の代わりにゴギが代用され、お

世話になることからこのような漢字をあてたらし

い。

カワヨシノボリ

河川上流域だけでな

く、水のきれいな場所

であれば比較的広い水

域に生息。ゴリ、チチ

コなどとも呼ばれる。

カワムツ

ヒレは桃色で、河川
中流から下流域の淵や

砂底の他、砂泥底があ

る平野部池沼の中、表

層に棲息。

オイカワ

ハ ヤ、

ハエ とも
呼ば れ、

河川 中流

域で 普通

に見られる一般的な魚。産卵期

になるとオスは鮮やかな婚姻色

に彩られる。

ドンコ

ハゼ科の中では、一

生を純淡水域で生活す

る数少ない魚。模様・

体色が川底の石にそっ

くりで見分けがつけに

くい。

カマツカ
砂底で

生活し、

砂の中に

潜って目

だけ出し

ている事が多いので、なかなか

見つけにくい。

ア カ ザ
透 き

通 っ た

あ め 色

の 体 色

で 、 体

長は ほど。日本固有10cm
種背。ビレと胸ビレに毒
のあるトゲがあり、刺さ

れると半日くらいは痛み

が続く。

アユカケ

河川の

中流の石

の多い川

底 に 棲
む。稚魚

の間は海ですごし、成長すると

川に上る。日本固有種。

ゴクラクハゼ

汽水域に
生息してい

る 事 が 多

い。ヨシノ

ボリによく

似 て い る

が、頭部の模様と体側の青く輝

く斑紋が特徴。

モクズガニ

川で生活
し海で産卵

、するカニで

ハサミにフ

サフサとし

た毛が生えているのが特徴。関

東地方でモクズガニもしくはモ

クゾウガニ、中部から関西、中
、 、 、国 四国にかけてズガニ 中国

四国、九州でツガニ、九州でヤ

マタロウ、沖縄でウリガイと呼

ばれ、また全国的にカワガニや

ケガニの名前でも呼ばれる。大

型の雄になると、はさみ脚の大
、部分が毛で覆われるようになり

手袋をはめたようになるので、

（ ）英語でも 手袋ガニMitten crab
。 、と呼ばれる 上海ガニと近縁で

大変美味しい。
ウ グイ

地方

名イダ｡

河 川の

上 流か
ら下流まで広く分布。成

魚は、産卵期になると鮮

やかな３本の縦縞の婚姻

色が現れる。

江の川流域には、約 種の魚類が生息している。魚は水温や流速、川の構造105
などによって棲み分けるが、純淡水魚としてはカワムツ、オイカワ、汽水･海水

魚としてはスズキ、クロダイ、回遊魚としては、アユ、ウナギ、サケなどが代表

的な魚種である。

最上流域ではイワナ属のゴギが棲み、続いてヤマメが中心となる地域がみら

れる。近年の放流によりヤマメとアマゴの生息域が乱れているが、本来日本海に

注ぐ川にはヤマメが棲み、瀬戸内科に注ぐ川にはアマゴが棲んでいた。ヤマメは

サクラマスの陸封化したものであり、アマゴはサツキマスの陸封化したものであ

る。ヤマメかアマゴのいる地域には、アブラハヤやカジカが同居している(上流

部)。

、 （ ）。次にウグイやカワムツが現われ アユの遡上してくる地域となる 中流域上部

少しくだってオイカワが生息する水域があり、ムギツク・カマツカ・シマドジョ

ウ、さらにギギやヨシノボリも現れだす（中流域下部 。さらに下ると、オイカ）

ワやギギは残るが他のものは少しずつ個体数が減少し、代わってコイ・ギンブナ

・ナマズなどが増えてくる地域となる（下流域 。）

下流域の魚の多くは、川の本流以外に周囲につながる水路や水田、氾濫原とな

る湿地に春から夏にかけて侵入して産卵し、そこを稚魚の生育場所として利用し

ている。最下流部の河口から海に至る感潮域では、ボラ・スズキ・マハゼなどの

汽水・海水魚がみられる。

このように、１つの河川をイワナ域・ヤマメ域・ウグイ域・オイカワ域・コイ

域・汽水域と分けると便利な場合が多い。ただしこの区分にはいろいろな魚の違

う要求が混じっており、条件によって魚相が異なる場合もある。江の川の場合、

上流部に盆地があり、川の形態からは下流域のような条件のため、ヤマメとオイ

カワが同居している。オイカワがいてカワムツが少ない場合は、下流形態を示し

ているといえる。サケマス類の分布は主として水温に規定されていて河川形態に

関係しない。他の魚では河川形態に左右される方が多く、アユは中流域と上流域

の下部に限られ、カマツカなどのコイ科の底生魚は上流域へほとんど入らない。

中流域のオイカワとカワムツが共存する地域では、アユがいなければオイカワ

は平瀬の中央部や早瀬のやや流れのゆるい場所に生息しており、カワムツは岸よ

りの木の下に多く生息している。そこへアユが遡上してくると、オイカワは岸よ

りに移り住むようになる。カワムツはオイカワと場所を交代して、平瀬の中央に

出てくるが、平瀬の中央部ではアユが底層に場所を確保しているため、カワムツ

は表層を占めるようになる。秋になってアユが下流へ下ってしまうと、再びオイ

カワは中央に戻り、カワムツは岸よりへと移動する。

オイカワとカワムツは平瀬や瀞で産卵するが、カワムツの稚魚は流れが遅く狭

い場所を好み、中流域の上流部に留まる。オイカワの稚魚は、開けた浅い日当た

りのよい場所を動き回る性質があるため、そうした場所を求めて流れ下り、緩や

かな流れが広く続く中流域の下部から下流域へと移る。その後成長して中流域へ

戻ってくる。そのため、中流域の上部にカワムツが多く、下部にオイカワが多く

なる。ただし、川の改修により淵がなくなってコンクリート護岸で長い平瀬がで

きているところでは、オイカワがかなり増加している。特にダムの上流ではオイ

カワが多く、逆にカワムツが減っている。

ムギツク

河 川

の 中 ・

下 流 域

に あ る
流れのおだやかな淵や淀

みなどの岩場に生息。ド

ンコやオヤニラミなどの

巣に托卵(卵を別の魚の親

に守ってもらうこと)する

習性がある。

チチブ

下流域の
岸近くの草

陰などに生

息。第１背

鰭や頬の白

班などの違いはあるが、ヌマチ

チブととてもよく似ていて、間

違えやすい。

タカハヤ
渓流

部の流

れの緩

い所に

生息。

ドロバエとも呼ぶ。渓流
釣りの外道として、釣り

人からは嫌われる。

魚 類

シマドジョウ

泥底に棲ん

でいる事の多

いふつうのド

ジョウと違い、砂～砂礫底に

棲み、体側に斑紋が並ぶきれ

いなドジョウ。



水生昆虫など

水生昆虫とは、一生のうちで成虫もしくは幼虫が水中や水面で生活する昆

虫をさす。日本では、カゲロウ，カワゲラ，トビケラ，トンボなどの９つの

水生昆虫のグループに分けられる。

ハチの仲間にも幼虫が水中で生活する種類がいる。

【水生昆虫の採取】

でかける前に準備しておきたいもの
○ 採集用の網

口は丸，四角のどちらでもかまわないが、網を川底に接地して採集する場合は四角いも

のの方が採集しやすい。柄の長さ，網の大きさ，網目の細かさなどは，採集の用途や扱い

やすさを考慮に入れて選ぶ。

○ トレ－，タッパー

小石や落ち葉とともに網ですくった水生昆虫を入れる。白色のものだと昆虫が見つけや

すく。写真現像や料理で使うバットを転用するとよい。 タッパーは選り分けた水生昆虫
を入れるのに使う。イチゴやアイスのプラスチック容器を利用してもよい。

○ ピンセット

。 。採集した水生昆虫を扱うのに使う 野外用は文具店などで購入できる安価なもので十分

○ フィールドノート（野帳 ，筆記具）

採集した場所，日時，天候，川の様子など，気付いたことを記録するノート。耐水紙を

。 （ ）。使用したノートもある 筆記具は水でにじまない耐水性のものを用意する 鉛筆が便利

○ 虫めがね，ルーペ

倍程度でよい。10
○ 長靴，軍手，ゴム手袋

底にフェルトが張られた渓流釣り用の長靴が滑りにくい。鮎釣り用の地下足袋を利用し

てもよい。また採集の際，素手では危険な場合もあるので，軍手やゴム手袋などをはめて

採取するとよい。

水生昆虫の採集と野外での観察

， 。 ，川に着いたら まず川の様子を観察する ほんの数ｍの範囲でも
流れの速いところや落ち葉のたまったところなど，異なる環境があ

る。採集の際には，このような異なる環境を採集場所に選ぶように

する。

瀬では手網を使って採集する。網の口を上流側に向けて，下の部

分が川底にあたるようにかまえ，口の手前（上流側）の底質を手や

足を使ってひっくり返す。これで石の下や間にいた虫が，流れとと

もに網の中に入ってくる。中に入ったものをバット移し、水生昆虫
を選り分けて別容器（タッパ－など）に入れる。

採集した昆虫は，形や大きさ，体の模様や色，動きなどを手がか

りに別々の容器に分ける。水生昆虫にはいくつもの分類群に属する

昆虫が含まれているため，専門家でも，野外で即座に種名を知るの

は難しい。しかし，カゲロウ，カワゲラ，トビケラ，トンボ…とい

， 。ったグループに分け さらにそれをいくつかの種類に大別していく

どの種類がどれだけ採集されたのか，種類の多少，採集した場所と
の関連など，野外でその概要を知ることができる。

フィールドノートには採集した日時，場所，天候，採集した水生

昆虫の種類や個体数、そして採集した地点の流れや底質の様子，水

深，水温などの測定結果や気付いたことを記録する。さらに川の様

子を写真に残しておく。 あるいは の地図に採集場所1/25000 1/50000
を記入しておくと，再度
採集に行く時や採集場所

。間の関連を知るのに便利

河川とその周囲の様子

は季節や降雨・人為的工

事でも変化する。近所の

川でも，１年を通して採

集し比較すると意外なこ
とがわかる。自分で調査

，のテーマを決めてみると

採集や観察もより面白く

なるだろう。

標本の作成方法と室内での観察

水生昆虫は多くの場合，液漬標本にして保管する。 ～ ％のエタノールあるいは４70 85
％ホルマリンで固定する。標本を入れておく容器

は身近にある密封できるビン類を使用すればよい
が，多くの標本をつくるときは，ねじ口瓶やスク

リューバイアル瓶などを使うと標本の保管・整理

に便利。

固定した標本は，放っておくと保存状態が悪く

なることがあるので保管する前に新しいエタノー

ルに入れかえる。作成した標本には，採集時の情

報（少なくとも採集日時，採集場所，採集者は必
要）を記入したラベルをつける。標本を入れたビ

ンの大きさにあわせた紙片に鉛筆で記入し，それ

をラベルとして保存液中に入れてもよい。

カゲロウの種類の分布

小すみわけとして微生息場所の分割利用、大すみわけとして流程や標高などの

地理的な分布に関するものがあり、水生昆虫は、この二重構造によって棲み分け

が行われている。

チラカゲロウ

背面の太い白線が特徴で、河川の流

れの速い所を好むカゲロウの幼虫。

カワゲラ

体長数 ～ で、尾は長く体mm 30mm
の半分に達するものもある。腹の両側
や背中にエラはなく、足の爪は２本あ

る。カゲロウ類とまちがえやすいが、

腹に木の葉状のエラがない

フタスジモンカゲロウ

フサフサとしたエラを腹部に背負

い、砂底にＵ字の穴を掘って生活す

るカゲロウの幼虫。

モンカゲロウに似ているが、腹部
各節の背面にある｢小｣の模様が特徴。

コオニヤンマ

水底に沈む枯

葉のようにも見
える、幅広で平

べったい体が特

徴。

オニヤンマ

ヤゴの中では大型の種類。

サワガニ

一生を淡水で
生活するカニで、

環境の良好な渓

流部に棲む。

ヒゲナガカワトビケラ

トビケラの仲間では最も大型

で、体長 前後。上流の水4cm
温が低く、水のきれいな所に住

むものが多い。幼虫は網や巣を

つくらないが、さなぎになると
きに砂粒の巣をつくる。

ヘビトンボ

きれいな河川に棲む。するどい歯を

もち大きいのは をこえる。60mm

カワニナ

ホタルの幼

虫のエサとし

てもよく知ら

れる。

ドブガイ

河川や湖沼
の砂泥底、水

路 な ど に生

息。タナゴ類

。が産卵に利用する二枚貝の一種

テナガエビ

名前の

由来にも

なってい
る長い第

２はさみ

。脚が特徴


