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	 干潟は，海域ではアサリ漁場，河口域ではヤマトシジミ漁場が形成されるな

ど，漁業生産にとって重要な場所です。干潟は，干潮時には干上がりますが，

満潮時には多くの魚たちが来遊し，そこを餌場等として利用しており，重要な

成育場所になっています。そこに生息する魚種や個体数など魚種組成を把握す

ることにより，それぞれの生息場所の特徴や多様性を明かにすることができま

す。これら魚類は，釣りや，たも網などを用いた採集，あるいは，潜水，水中

カメラによる観察等によって調査します。続いて，採集あるいは観察された魚

類の種の同定を行います。種同定は全ての基礎となります。ここでは，河口・

干潟域で観察される魚種について，同定の手助けとなるよう，簡単な種同定法，

近縁種との識別点を，併せて，生態や資源動向，日本や都道府県等の評価によ

る絶滅のおそれ等について解説します。なお，魚類の学名，分類体系は中坊編

（2013）に，ただし，カレイ科の学名は尼岡（2016）に，フグ科の学名は松浦
（2017）に，その他は木村編（2018）に，最大全長等は川那部・水野・細谷編・
監修（1989），岡村・尼岡編・監修（1997），中坊編（2013）および筆者らの標
本計測結果に従いました。ここでは，全長とは，吻端から尾鰭後端までを，体

長とは，吻端から脊椎骨の後端（尾鰭が折り曲がる所）までを指します。 
 

   

図 0．河口・干潟域での魚類の採集等調査風景．瀬戸内海．左：曳き網（サーフ

ネット），中：釣り，右：水中カメラ・ビデオ．	 	
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軟骨魚類綱	

トビエイ目	

1．アカエイ Hemitrygon	akajei（アカエイ科） 

 
図 1a．アカエイ，瀬戸内海周防灘河口干潟，幼魚，体盤幅 13.8cm，♂．左：背

面，右：腹面．		

 
	 漁業対象種です。日本では，本種を含む「えい類」は 5,235t（2006年）漁獲
されています。尾の基部付近に，毒のある大きな尾棘を 1〜数本持つ有毒魚（刺
毒）です。国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストでは準絶滅危惧種に評価
されますが，日本では普通の種です。体盤幅 88cm に達します。アサリ漁場の

ある干潟では，干潮時に波打ち際で，体盤幅 15cm 前後の幼魚が潜砂している

のがよく観察されます。また，ヤマトシジミ漁場のある汽水域でもよく観察さ

れます。幼魚は，ヨコエビ類など小型甲殻類や多毛類など柔らかい底生生物（ベ

ントス）を食べています。潮干狩りでは裸足で歩き回らないよう，注意が必要

です。 
 
図 1b．アカエイの尾棘の長さと体盤幅

との関係．重田他（2015）を改変．	
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硬骨魚類綱	

ウナギ目	

2．ニホンウナギ Anguilla	japonica（ウナギ科） 

 

 
図 2．ニホンウナギ，瀬戸内海周防灘河口干潟，全長 44.0cm.	上：全体，下：

頭部拡大．		

 
	 最も重要な漁業対象種の一つです。1956 年以降では，日本ではピーク時の
1961年の 3,387tから，2015年には僅か 70tにまで激減しています。環境省の
汽水・淡水魚類レッドリスト 2017やレッドデータブック 2014では，絶滅のお
それのある野生生物として，絶滅危惧 IB 類に評価されています（2013 年から
掲載）。IB類は，2番目に危険度の高いカテゴリーです。都道府県では，長野県
で絶滅，愛知，福岡，鹿児島，沖縄の各県で絶滅危惧 I類，東京，新潟，群馬，
大阪，愛媛の各都府県で絶滅危惧Ⅱ類に評価されています。全長 1m に達しま

す。外洋から来遊したシラスウナギは，河口域を主として，河川から海域干潟

に至る場所を成育場としています。降河回遊をし，成長すると繁殖のためにマ

リアナ諸島周辺の深海へ旅立ちます。 
 
	 	



コイ目	

3．ギンブナ Carassius	sp.（コイ科） 

 
図 3a．ギンブナ，瀬戸内海周防灘河口干潟，全長 25.8cm.		 	

	

	 内水面の漁業対象種で，日本では「ふな」は 555t（2015年）漁獲されていま
す。塩分濃度の高い河口域にも出現します。全長 30cm に達します。沖縄県の

本種は，環境省の汽水・淡水魚類レッドリスト 2017および沖縄県で絶滅危惧 IA
類に評価されています。体型はタイ科魚類に似ますが，腹鰭の位置が，下位分

類群であるコイ科は体中央にある一方，上位分類群のタイ科やスズキ科では前

方（胸鰭基部下付近）にあることで区別できます。大部分は 3 倍体で，雌性発
生を行います（普通の魚類は 2 倍体。雄の精子と雌の卵が受精する 2 倍体とし
て発生が進む）。 
	 同科のコイ Cyprinus carpioも河口域に出現します。 

	

図 3b．群れる大型のコイ，瀬戸内海周防

灘河口干潟．		 		

  



4．ウグイ Tribolodon	hakonessis（コイ科） 

 

図 4a．ウグイ，瀬戸内海広島湾干潟，全長 40.5cm，♂．	 	

	

	 内水面では漁業対象種で，日本では「うぐい・おいかわ」は 486t（2015 年）
漁獲されています。東日本では種苗放流が行われる栽培漁業種です。青森県で

は，宇曽利山湖の本種（耐酸性）を絶滅のおそれのある地域個体群に評価して

います。体型がスズキ Lateolabrax japonicusに似ますが，腹鰭が体の中央にあ
ること等で区別できます。全長 41cm に達します。河川中流域から内湾まで，

幅広く生息しています。河口・干潟域でもよく観察されます。アサリ稚貝など

ベントスを食べる雑食性です。コイ科は上顎や下顎に歯が無い代わりに，喉に

咽頭歯（いんとうし）という強力な歯を持っており，これで固い餌生物を砕い

て食べることができます。 
 

図 4b．ウグイの咽頭歯．広

島湾産．頭部腹面から腹部

にかけて切開．口は写真左，

腹側より撮影．中央の円い

部分が上咽頭歯，その両脇

（写真では上下）は下咽頭

歯．	  
	 	



ボラ目	

5．ボラ Mugil	cephalus	cephalus（ボラ科） 

 
図 5a．ボラ，瀬戸内海安芸灘，全長 56.3cm，♀．	

	

	 漁業対象種で，日本では「ぼら類」は 2,109t（2006 年）漁獲されています。
全長 56cm に達する大型のボラ科魚類です。未成魚は河口・干潟域でよく観察

されます。ボラは尾鰭後縁が黒色でフォーク状に深く切れ込む一方，メナダ

Chelon haematocheilus では青白色で緩やかに湾入することなどで区別できま
す。 

	

図 5b．1 個体のシマイサキ幼魚

（A）からのクリーニングを待ち

続ける 2 個体のボラ（B）．広島

湾．Shigeta	et	al.（2003）よ

り．	

 
 
 
図 5c．アラムシロの群れに捕食されるボラの死

骸．広島湾干潟．	

  



6．メナダ Chelon	haematocheilus（ボラ科） 

 

	

図 6．メナダ，上：瀬戸内海周防灘河口干潟，全長 26.4cm，下：表層の採食行

動，広島湾河口干潟，全長 22cm．	

 
	 河口・干潟域でよく観察されます。広島湾の湾奥などでは，ボラよりも，む

しろ本種の方が多く観察されます。全長 83cmに達する大型のボラ科魚類です。
本種の尾鰭後縁は青白色で緩やかに湾入する一方，ボラは黒色でフォーク状に

深く切れ込むことなどで区別できます。 
 



スズキ目	

7．マゴチ Platycephalus	sp.2（コチ科） 

 

 
図 7a．マゴチ，上：側面，瀬戸内海周防灘干潟，全長 21.8cm．下：背面，同河

口干潟，全長 23.3cm．		

 
	 漁業対象種です。大きな口と著しく縦編した頭部が特徴です。全長 1m に達

する大型のコチ科魚類です。稚魚〜未成魚は河口・干潟域でも観察されます。 
	

	

図 7b．市場に出荷されたコチ

科 2種．周防灘産．上：同属の

ヨ シ ノ ゴ チ Platycephalus	

sp.1，下：マゴチ．前者に比べ，

マゴチはより頭部が縦扁形で，

体色が黒っぽい．		

	

 
  



8．スズキ Lateolabrax	japonicus（スズキ科） 

 

 
図 8．スズキ，上：瀬戸内海周防灘，全長 59.2cm，♀．下：黒点のある幼魚，

同干潟，全長 17.5cm，♀．		

 
	 重要な漁業対象種で，日本では「すずき類」は 7,157t（2015年）漁獲されて
います。種苗放流が行われる栽培漁業種です。有明海のスズキは，最終氷期の

海面低下時に生じた本種とタイリクスズキ Lateolabrax. sp.との交雑に起源す
る特異な個体群として，環境省の汽水・淡水魚類レッドリスト 2017やレッドデ
ータブック 2014，および長崎県では，絶滅のおそれのある地域個体群に評価し
ています。全長 1mに達します。河口・干潟域でもよく観察されます。全長 25cm
以下の幼魚では，側線より上方の背面に，鱗露出部 1 枚分と同じかそれよりも
小さい黒点を持つものが見られますが，成長に伴い消失します。 
	 西日本では，国外外来種のタイリクスズキ Lateolabrax sp.が稀に見られます。
未だ定着は確認されていません。養殖すずきのほとんどは本種で，それらが逸

散したものと考えられています。 
  



9．ヒイラギ Nuchequula	nuchalis（ヒイラギ科） 

 

	

図 9a．ヒイラギ，上：瀬戸内海周防灘河口干潟，全長 10.7cm，下：吻を伸出さ

せたところ．		

 
	 河口・干潟域でよく観察されます。全長 15cm になる小型魚です。口を前方

に伸出することができます。 
	

図9b．市場に出荷されたヒイラギ．

周防灘産．	

 
  
	

	

  



10．コショウダイ Plectorhinchus	cinctus（イサキ科） 

 

 
図 10a．コショウダイ，上：瀬戸内海広島湾，全長 52.5cm，♂，下：同湾，全

長 13.3cm．  
 
	 漁業対象種です。幼魚は初夏から秋季に河口・干潟域で観察されます。全長

73cmに達します。背部後方に小黒色斑が多数散在するのが特徴です。周防灘で
は，初夏の繁殖期に多く漁獲されます。 

	

	

図 10b．市場に出荷された大型のコ

ショウダイ．周防灘産．  



11．クロダイ Acanthopagrus	schlegelii（タイ科） 

 
図 11a．クロダイ，瀬戸内海広島湾，全長 25.2cm，♀．	

  
	 重要な漁業対象種で，日本では「くろだい・へだい」は 3,181t（2015年）漁
獲されています。このうち，瀬戸内海は 1,508tで全体の半分程度を占めていま
す。種苗放流が行われる栽培漁業種です。2015 年度には全国で 89.7 万尾の人
工種苗が放流されています。全長 60cm に達します。暖かい季節には，河口・

干潟域でもよく観察されます。冬季には沿岸の深みに移動して，岩の隙間や魚

礁などで越冬します。同属のキチヌ Acanthopagrus latusとは，本種では腹鰭，
臀鰭，尾鰭が黒灰色であることから区別できます（キチヌは，腹鰭，臀鰭，尾

鰭下葉が黄色）。アサリなど干潟に生息する砂浜性二枚貝の天敵。本種は底面に

口で穴を掘る能力があり，さらに，上顎や下顎には，前方に犬歯，奥歯は臼歯

状歯を備えており，アサリの様な固い殻を持つ餌生物も砕き割って食べること

ができます。雄性先熟の性転換をします。 
	

図 11b．クロダイの穴掘り採食行動．

広島湾．全長 33cm．1〜4 は連続写真．

口を使って穴を掘る．矢印は掘った穴．

点線は口から吐き捨てた底砂．重田

（2018）より．  
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12．キチヌ Acanthopagrus	latus（タイ科） 

 

図 12a．キチヌ，瀬戸内海伊予灘河口干潟，全長 23.4cm，♂♀．	

 
	 漁業対象種です。河口・干潟域でよく観察されます。全長 55cmに達します。
本種は，腹鰭，臀鰭，尾鰭下葉が黄色であることで，同所的に生息する同属の

クロダイと区別できます。ベントスを食べ，アサリも食べます。本種も雄性先

熟の性転換をします。 
 
	

図 12b．キチヌの顎歯．周防灘干潟産．

上：上顎歯，下：下顎歯．上下顎歯と

も，前方は犬歯が，後方は大きな臼歯

状歯が並ぶ．前歯はかみ付いたり，か

み切ること，奥歯は固い餌生物をかみ

砕くことができる．  
  



13．アオギス Sillago	parvisquamis（キス科） 

 
図 13a．アオギス，瀬戸内海周防灘干潟，全長 32.0cm，♀．重田他（2013）よ

り．	

 
	 干潟のみに生息します。干潟の消失とともに姿を消して行き，かつて東京湾

にも生息したタイプの本種は，現在では，瀬戸内海西部の周防灘周辺に残るの

みです。このうち，比較的健全な個体群があるのは，唯一，九州側の周防灘南

部（豊前海）のみです。「干潟再生のシンボル」とされます。絶滅のおそれのあ

る野生生物として，水産庁レッドデータブックでは絶滅危惧種，環境省の汽水・

淡水魚類レッドリスト 2017 やレッドデータブック 2014 では絶滅危惧 IA 類に
評価されます。IA類は，最も危険度の高いカテゴリーです。都道府県では，千
葉，徳島両県で絶滅，和歌山，大分，福岡，鹿児島各県で絶滅危惧 I類に評価さ
れます。全長 40cm に達する日本産キス科では大型種です。同属のシロギス

Sillago japonicaとは，本種では腹鰭や臀鰭前部が黄色であること，吻が長く体
型が細長いこと等により区別できます。餌資源を干潟のベントスに大きく依存

しています。2013年に，周防灘の本州側でも生息と繁殖が確認されています。 
 

 
図 13b．「干潟再生のシンボル」アオギスが生息する瀬戸内海周防灘南部（豊前

海）の広大な干潟．重田・薄（2011）より． 
  



14．シロギス Sillago	japonica（キス科） 

 
図 14a．シロギス，瀬戸内海広島湾，全長 14.0cm．  
 
	 重要な漁業対象種です。日本全体では資源の減少は認められません。日本で

1956〜1965 年に 100t 以上の漁獲量があったのは，日本海の新潟県，富山県，
東シナ海の福岡県，太平洋岸では，愛知県，瀬戸内海の山口県，および広島県

でした。特に，日本海中部の新潟県，東シナ海の福岡県，太平洋中部の愛知県，

および瀬戸内海の山口県の 4ヶ所は 200t以上で特に多い海域です。これらのう
ち，後 3者は 400t以上です。3世代 11 年間の個体数減少率について，これらの
うち，例えば，福岡県では，単位漁獲量あたりの減少率は 30%未満で，大きな減

少は認められません（2003〜2006 年の平均漁獲量は 167t）。総合すると，上記 4
海域のうち，日本海中部海域では減少が認められますが，4海域のうち特に漁獲
量が多い 3 海域，すなわち，東シナ海沿岸，太平洋中部海域，瀬戸内海西部海
域では，過去と同程度かやや増加傾向です。暖かい季節には，河口・干潟域で

もよく観察されます。冬季には沿岸の深みに移動します。全長 30cm に達しま

す。同属のアオギスとは，本種では腹鰭や臀鰭が白色であること，分布域（ア

オギスは瀬戸内海周防灘周辺のみに生息）などにより区別できます。	

 
図 14b．市場に出荷されたシロギス．広島湾産． 
  



15．アオタナゴ Ditrema	viride（ウミタナゴ科） 

 

図 15．アオタナゴ，瀬戸内海広島湾干潟，全長 18.7cm．  
 
	 漁業対象種です。冬季にはアマモの生えた干潟でよく観察されます。底面に

対して体を垂直にして，つついて採食するのがよく見られます。全長 25cm に

なります。臀鰭基部に沿って一筋の濃褐色線があるのが特徴です。 
 
 
	

 
＜瀬戸内海の干潟-①＞ 

守江湾干潟 
 伊予灘．大分県杵築市．干
潟面積 310ha． 
 伊予灘別府湾の北部に位置
する小さな湾．伊予灘では最
大の干潟です． 
   



16．マタナゴ Ditrema	temminckii	pacificum（ウミタナゴ科） 

 

 
図 16．マタナゴ，上：瀬戸内海広島湾干潟，全長 24.9cm，下：同湾，幼魚，全

長 12.9cm．  
 
	 漁業対象種です。冬季には干潟でよく観察されます。底面に対して体を垂直

にして，つついて採食するのがよく見られます。全長 30cm になります。従来

の「ウミタナゴ」は複数種いることが分かり，アカタナゴ Ditrema jordani，ウ
ミタナゴ Ditrema temminckii temminckii，それと本種の 3種になりました。
アカタナゴは太平洋岸のやや深いガラモ場に，ウミタナゴは主に日本海沿岸に

（前 2者は瀬戸内海には分布せず），マタナゴは瀬戸内海を含めた太平洋岸に分
布しています。 
 
  



17．シマイサキ Rhynchopelates	oxyrhynchus（シマイサキ科） 

 

図 17a．シマイサキ，左：瀬戸内海広島湾，全長 22.0cm，右：同干潟，幼魚，

全長 10.9cm．  
 
	 沿岸魚で，稚魚は河口・干潟域でよく観察されます。幼魚は体側に 4 本の黒
縦帯があるのが特徴です。成長すると，それぞれの縦帯間にも斑紋が現れるた

め，境界が不明瞭になってきます。全長 30cmになります。全長 13cm以下の幼
魚はクリーニングという面白い習性を持っています。大きなクロダイやボラ類

の体表をつつき，寄生虫を食べる行動です。これをクリーニング共生といいま

す。シマイサキがクリーニングする場所には，クリーニングしてもらいたい大

きなクロダイやボラ類など魚たちがたくさん訪れ，クリーニングをせがみます。

まさしく，そこは海中の「病院」で，シマイサキ幼魚は自然界の「お医者さん」

です。 
 
図 17b．シマイサキ

幼魚によるクロダイ

へのクリーニング．

A:	シマイサキ，B:	

クロダイ．Shigeta	

et	al.（2003）より．	

	 	



18．キュウセン Parajulis	poecileptera（ベラ科） 

 

 
図 18．キュウセン，瀬戸内海，上：「赤べら型」，下：「青べら型」．		

 
	 瀬戸内海では漁業対象種です。日本全体では資源の減少は認められません。

主分布域の瀬戸内海では，漁獲量は減少しています。3世代 12年間の個体数減
少率は，瀬戸内海東部の香川県では，単位漁獲努力量あたりでは 50%以上（6
割強）で，大きく減少しています（2002〜2006年の平均漁獲量は 39.0t）。一方，
瀬戸内海中・西部の広島県では，漁獲量自体は減少（2002〜2006年の平均漁獲
量は 37.4t）していますが，単位漁獲努力量あたりでは 30%弱に止まり，大きな
減少は認められません。種苗放流が行われる栽培漁業種で，2015年度には瀬戸
内海で 68.6万尾の天然種苗が放流されています。全長 34cmになりますが，普
通は 20cm程度までです。アマモ場周辺の干潟でよく観察されます。昼行性で
夜間は潜砂する，冬季にも潜砂して冬眠する習性があります。小さいうちは赤

味の強い「赤べら型」体色ですが，成長して周辺の社会的状況に応じて，青味

の強い「青べら型」体色へ体色を変えます。「赤べら型」の中には，生まれつき

の雌と雄がどちらもいます。海域により比率が異なり，瀬戸内海で生息密度の

高い場所では，ほぼ同じ比率で存在します。「青べら型」の体色に変える際に，

生まれつきの雌は性転換して雄になる一方，生まれつきの雄の性はそのままで

す。つまり，雌性先熟の性転換をするのは生まれつきの雌のみです。	 	  
	   



19．アイナメ Hexagrammos	otakii（アイナメ科） 

 

図 19．アイナメ，瀬戸内海広島湾干潟，幼魚，全長 11.4cm．  
 
	 重要な漁業対象種です。太平洋北部の北海道，福島県，および宮城県のみで

日本全体の 7 割以上が漁獲されるとみられます。日本全体では減少は認められ
ません。しかし，東京湾や分布の南限に近い瀬戸内海では著しく減少していま

す。3 世代 15 年間の個体数減少率について，瀬戸内海東部の香川県では，単位

漁獲努力量あたりでは 50%以上（7割強）の減少が認められます（2002〜2006
年の平均漁獲量は 44t）。瀬戸内海中・西部の広島県でも 50%以上（7 割弱）の
減少が認められます（2002〜2006 年の平均漁獲量は 38t）。特に，備後・芸予
瀬戸では甚だしく減少しています。幼魚は干潟域周辺に生息します。本種は種

苗放流が行われる栽培漁業種でもあります。2015 年度には瀬戸内海で 28.5 万
尾の天然種苗，資源回復の要請を受けて 2万尾の人工種苗の合計 30.5万尾が放
流されています。全長 65cm に達します。瀬戸内海の本種は，日本における分

布南限で孤立している大きな集団であることなど，環境省の海洋生物レッドリ

スト 2017 で，絶滅のおそれのある地域個体群に評価されます。同属のクジメ
Hexagrammos agrammusとは，本種では尾鰭後縁は緩やかに湾入すること，
側線は 5 本であること，一方，クジメでは尾鰭後縁は円く突き出ること，側線
は 1本であることなどで区別できます。 
  



20．マハゼ Acanthogobius	flavimanus（ハゼ科） 

 
図 20a．マハゼ，瀬戸内海広島湾，全長 23.8cm．  
 
	 河口・干潟域でよく観察されます。全長 25cmになる大型のハゼ科魚類です。
鹿児島県では，種子島の本種を絶滅が危惧される地域個体群に評価しています。

最も馴染み深いハゼ科魚類で，河口での秋季のはぜ釣りは，日本の風物詩でも

あります。 
 
	

	

	

	

図 20b．河口干潟域での釣りに

よるマハゼなど魚類の採集風景．

周防灘の河口干潟．  



21．アシシロハゼ Acanthogobius	lactipes（ハゼ科） 

 

図 21．アシシロハゼ，瀬戸内海周防灘干潟，全長 7.3cm，♂．  
 
	 河口・干潟域に生息しています。全長 9cmになる小型のハゼ科魚類です。都
道府県では，三重，高知の両県で絶滅危惧 I類に評価されます。同属のマハゼの
若魚に似ますが，本種の頭部はやや小さいこと，背鰭棘条部の先端が伸長する

（雄），あるいは同部に黒斑がある（雌）ことなどで区別できます。 
 
 
 
 

＜瀬戸内海の干潟-②＞ 
中津干潟 

 周防灘．大分県中津市～福岡県
吉富町．干潟面積 1270ha． 
 夕日に映える砂レン．遠くに見
える街の灯りと，たなびく煙．周
防灘最大の干潟．かつては同灘最
大のアサリの産地でしたが，
2016年現在は僅かに約 2t． 	  

 



22．チチブ Tridentiger	obscurus（ハゼ科） 

 

図 22a．チチブ，瀬戸内海周防灘河口干潟，全長 6.4cm，♀．  
 
	 河口・干潟域で観察されます。体長 9cmになる小型のハゼ科魚類です。新潟
県では，絶滅のおそれのある地域個体群に評価されています。護岸の水際など

で，よく見かけます。体全体が黒く，目立ちます。 
	 同属のショウキハゼ Tridentiger barbatusは環境省の汽水・淡水魚類レッド
リスト 2017やレッドデータブック 2014では準絶滅危惧種に評価されます。こ
ちらは，口の周りにヒゲがあるのが特徴です。瀬戸内海では，稀に採れる珍し

い種です。 
 
図 22b．ショウキハゼ，瀬戸内海周防

灘河口干潟，全長 11.0cm，♀．A：側

面，B：背面．重田他（2013）より．   



23．ウロハゼ Glossogobius	olivaceus（ハゼ科） 

	

図 23．ウロハゼ，瀬戸内海周防灘河口干潟，全長 14.9cm．  
 
	 河口・干潟域で観察されます。全長 20cm になる比較的大きくなるハゼ科魚

類です。新潟県では，絶滅のおそれのある地域個体群に評価されています。頭

や口が大きく下顎が突き出ること，後頭部背面に黒色点が散在すること，体側

の鱗がやや大きいこと等が特徴です。 
 
 
 
 

＜瀬戸内海の干潟-③＞	
山口湾干潟 

 周防灘．山口県山口市．
干潟面積 410ha． 
 山口湾の干潟に沈む夕日． 
かつてはアサリの主力産地
の一つでしたが，2015年現
在は獲れていません（0t）。
本州最大のカブトガニの繁
殖・生息地．  



24．ツマグロスジハゼ Acentrogobius	sp.（ハゼ科） 

 
図 24．ツマグロスジハゼ，瀬戸内海周防灘河口干潟，全長 5.4cm，♀． 
 
	 河口・干潟域に生息しています。全長 7cmになる小型のハゼ科魚類です。従
来，「スジハゼ」とされていましたが，モヨウハゼ Acentrogobius pflaumii，ス
ジハゼ Acentrogobius virgatulus，および本種に分かれました。本種は，胸鰭基
部下部に円い 1 小黒点があること，腹鰭後縁が黒色であること，尾鰭前部に，
下方から斜め上後方に向かう濃褐色線があること等より，前 2 種と区別できま
す。 
 
	

	

 
 

＜瀬戸内海の干潟-④＞	
小月・埴生干潟 

 周防灘．山口県下関市～
山陽小野田市．干潟面積
1040ha． 
 ここもかつてはアサリ
の主力産地の一つでした．
本州で 2 番目に大きなカ
ブトガニの繁殖・生息地．	 	



25．スジハゼ Acentrogobius	virgatulus（ハゼ科） 

 
図 25．スジハゼ，瀬戸内海広島湾干潟，全長 4.9cm．  
 
	 干潟域に生息しています。体長 8cmになる小型のハゼ科魚類です。従来，「ス
ジハゼ」とされていましたが，ツマグロスジハゼ，モヨウハゼ，および本種に

分かれました。本種は，胸鰭基部下部に棒状黒斑があること，腹鰭後縁が白色

であること等より，前 2種と区別できます。 
 
 
 
 
 
 

＜瀬戸内海の干潟-⑤＞	
前潟 

 広島湾．広島県廿日市
市．干潟面積 11ha． 
 同湾北部のアサリ漁場の
干潟．2017年現在，瀬戸内
海に残された最大のアサリ
生産地．区画漁業，食害防
除の被覆網設置など徹底し
た漁場管理の賜物です．  



26．ヒメハゼ Favonigobius	gymnauchen（ハゼ科） 

 
図 26．ヒメハゼ，瀬戸内海周防灘干潟，全長 7.8cm，♂．  
 
	 河口・干潟域でよく観察されます。浅場の砂底や砂泥底で最も普通に見かけ

る小型のハゼ科魚類です。全長 8cmになります。 
 
	

	

 ＜瀬戸内海の干潟-⑥＞	
門前川河口干潟 

 広島湾．山口県岩国市．干潟
面積 55ha． 
 15 年間ほとんどアサリが獲
れませんでしたが，2013 年に
突然，再び獲れるようになりま
した．近年では，とても珍しい
現象．2015 年に 44t を記録．
しかし，長続きせず，2018 年
現在は禁漁となっています．		 	



カレイ目	

27．イシガレイ Platichthys	bicoloratus（カレイ科） 

 
図 27．イシガレイ，瀬戸内海広島湾河口干潟，稚魚，全長 10.7cm．	

  
	 重要な漁業対象種です。全長 50cm に達します。従来，日本ではイシガレイ

属 kareiusが認められていましたが，ヌマガレイ属 Platichthysととても近縁と
考えられることから，前者は後者のシノニムとして変更されました。分布の南

限に近い瀬戸内海，特に西部の周防灘では，資源が著しく減少しています。同

所は日本で 2 番目に広い 7,000ha の干潟を有します。マコガレイ
Pseudopleuronectes yokohamaeとともに，全長 5cm位までの新規着底稚魚が
河口・干潟域の砕波帯でよく観察されます。本種稚魚は，側線が直線であるこ

と，体高が高いことより，マコガレイ稚魚と区別できます。 

 

＜瀬戸内海の干潟-⑦＞ 
大海湾・佐波川河口干潟 

 周防灘．山口県山口市～防府市．干潟
面積 164ha． 
 干潟に沈む夕日．右端に調査艇と，そこか
ら続く足跡．干潟でのカレイ採集調査．かつ
ては，アサリの主力産地の一つでした． 

  



28．マコガレイ Pseudopleuronectes	yokohamae（カレイ科） 

 
図 28．マコガレイ，瀬戸内海広島湾河口干潟，稚魚，全長 7.3cm．  
 
	 最も重要な漁業対象種の一つです。本種は，瀬戸内海の他，日本海の本州沿

岸，太平洋岸では太平洋北部の仙台湾周辺，太平洋中部の東京湾，および伊勢

湾の内海・内湾に多く生息します。これらのうち，太平洋岸での資源の減少が

顕著です。3世代 13年間の個体数減少率について，太平洋北部の東北地方沿岸
では単位漁獲努力量あたり 30%以上の減少，漁獲量の多い太平洋中部の東京湾，
および，広島湾を除いた瀬戸内海の東部（大阪湾，播磨灘，備讃瀬戸），中部（備

後・芸予瀬戸を含む燧灘），西部（周防灘周辺）では，50%以上の大きな減少が
認められます。本種は再生産能力が高いこと，長期では自然の個体数変動がう

かがえる海域があること，現時点では全国に広く分布し各地で多少なりとも継

続した漁獲があること，現時点でも全国では 1,000t以上が漁獲されると推定さ
れることより，減少は著しいものの，現時点での絶滅のおそれは小さいと思わ

れます。しかしながら，減少傾向は著しく，今後の動向を注視する必要があり

ます。本種は種苗放流が行われる栽培漁業種です。2015 年度には全国で 188.2
万尾の人工種苗が放流されています。全長 45cm になります。雄より雌の方が

大きくなります。イシガレイ稚魚とともに，全長 5cm位までの新規着底稚魚が
河口・干潟域の砕波帯でよく観察されます。本種稚魚は，胸鰭付近の側線が上

方へ湾曲すること，体型がやや細いことより，イシガレイ稚魚と区別できます。 
  



フグ目	

29．クサフグ Takifugu	alboplumbeus（フグ科） 

 
図 29a．クサフグ，瀬戸内海広島湾干潟，全長 12.4cm．	

  
	 河口・干潟域でよく観察されます。全長 20cmになる小型のフグ科魚類です。
従来，本種に適用されていた T. niphoblesはシノニムであることが分かり，変
更されました。沖縄島の本種は，日本における分布南限であること，遺伝的に

九州以北のものから区別されることなど，環境省の汽水・淡水魚類レッドリス

ト 2017やレッドデータブック 2014で絶滅のおそれのある地域個体群に評価さ
れます。都道府県では，沖縄県が絶滅危惧 IB 類に，他，鹿児島県が奄美大島，
宮崎県が赤水（延岡）・幸脇遠見（日向）の本種を，絶滅のおそれのある地域個

体群に評価しています。フグ毒（テトロドトキシン）を持つ有毒魚。アサリの

強力な食害魚の一つです。潜砂する習性があります。同属のトラフグ稚魚とよ

く似ていますが，本種では胸鰭後方の大きな黒斑に縁取りが無いこと，背鰭，

尾鰭が黄色であること等で区別できます。 
	 2011年に，クサフグのアルビノが発見されています（ただし，瞳孔のみ黒色）。
フグ目では初めてのとても珍しいものです。 

	

図 29b．クサフグのアルビノ，瀬戸内海周防灘

干潟，全長 16.5cm，♂．A：側面，B：背面．

重田他（2012）より． 
  



30．トラフグ Takifugu	rubripes（フグ科） 

 

 
図 30．トラフグ，瀬戸内海周防灘河口干潟，上：幼魚，全長 15.1cm，下：稚魚，

全長 5.4cm．  
 
	 最も重要な漁業対象種の一つです。全長 70cm に達する大型のフグ科魚類で

す。日本の本種漁獲量の概ね 6 割が集荷される山口県下関市唐戸・南風泊市場
における取扱量は，ピーク時の 1987年の 1,841tから，2015年には過去最低水
準である 123tにまで激減しています。また，本種は種苗放流が行われる栽培漁
業種でもあります。2015年度には全国で 269.2万尾の人工種苗が放流されてい
ます。長崎県では，著しい資源状態の悪化を受けて，有明海の本種を絶滅のお

それのある地域個体群に評価しています。本種の稚魚の成育場は，繁殖場所周

辺の河口・干潟域に限られています。稚魚は，同属のクサフグとよく似ていま

すが，本種では胸鰭後方の大きな黒斑に白色の縁取りがあること，背鰭が白色

（成長に伴い黒色になる），尾鰭は後部が黒色（成長に伴い全体が黒色になる）

であること等で区別できます。晩秋には成長して干潟から沖合へ去って行きま

す。フグ毒を持つ有毒魚。干潟に生息する砂浜性二枚貝などベントスを食べま

す。 
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