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　はじめに
　出水平野は鹿児島県北西部の出水市に広がる、南北約 8 km、東西約 12 km
におよぶ沖積平野である。出水平野の水田地帯には毎年 10月から 12月にか
けて約 1万羽のツルが渡来し、3月ころまで越冬滞留する。出水平野の一部
は 1952年に「鹿児島県のツルおよびその渡来地」として国の特別天然記念物
に指定されている。
　1987年にツルの集団渡来地である、野田川、高尾野川、および江内川の 3
河川が流れる田園地帯が国指定出水・高尾野鳥獣保護区に指定された。この
鳥獣保護区内からは 39科 126種の鳥類と 3科 4種の哺乳類が記録されている
が、3河川とその周辺水域に生息する水生生物や河川周辺の植物相に関する
知見はほとんどなかった。
　最近、上記国指定鳥獣保護区内の約 500 haがラムサール条約（正式名称：
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約）登録候補湿地に
選定された。著者らは出水市からの依頼を受け、ラムサール条約登録に向け
た基礎的な知見を得るために、2020年に同登録候補地内の高尾野川を中心と
する淡水・汽水域に生息する生物相の調査を実施した。
　本書は同調査の成果の一部を地域の一般の方々に分かりやすく伝えるため
に編纂されたものである。特に出水市の若い世代や多くの子どもたちが本書
から地元の生物多様性の豊かさや環境保全の重要性を感じていただければ、
編者一同望外の喜びである。
      　　2020年 8月 28日
	 	 	 	 	 	 　　本村浩之
	 	 	 	 	 	 　　　編者を代表して

赤枠が鹿児島県出水市、緑網掛が国指定出水・高尾野鳥獣保護区（作図：藤原）

八代海（不知火海）

出水市

九州
水俣市

伊佐市

さつま町

薩摩川内市

阿久根市
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　干潟の役割
　河口域では海の水と川の水が混ざりあう。普通、海水 1 kgには塩化ナトリ
ウムなどの塩類が約 35 g溶け込んでおり、塩分はおおよそ 35‰（パーミル）
となる。川から流れてくる水は真水（つまり塩分は 0‰）であるため、両方
が混ざり合うと 0から 35‰までのいろいろな塩分の場所ができる。このよ
うな場所を汽水域と呼び、汽水域では潮の満ち引きに応じて塩分が変動する。
満潮の時は海水が多く入り込むため、塩分が高くなるのである。
　河口域に川が運んできた砂や泥が堆積してできたなだらかな地形、満潮時
に海底に沈み、干潮時は干上がるような場所（潮間帯）が干潟である。海と
陸の間にあって両方の特徴を有している。このように、異なる生態系の境界
に位置する場所をエコトーンと呼び、さまざまな物質のやりとりや回遊する
動物の移動経路になっている。
　干潟には窒素やリンなど、海域において生物の活動に必要な物質が、陸か
ら河川を通じて流れ込んでくる。このような物質は、泥の上の微細藻類や海
藻など干潟の生産者（植物）に利用され、その後干潟に生息する動物たちに
食べられる。アサリのように水中に浮いている有機物を食べる懸濁物食者か、
泥にくっついた有機物を利用する堆積物食者である。後者には干潟で泥を食
べている様々なカニ類があてはまる。このような動物は、さらに大型の魚類
や鳥類の餌になっている。魚類の中には幼少期を干潟で過ごす種や干潟を餌
場として利用している種がいるし、鳥類にも干潟で餌を食べて山に巣を作る
種がおり、このような種が干潟で吸収した物質は、その移動に伴って沖や山
へ持ち出される。このように、干潟に流入した物質はその場に留まるのでは
なく、食う—食われるの関係（食物連鎖）と捕食者の移動によって沿岸域か
ら除去されてバランスを保っている。このバランスが崩れると、沿岸に栄養
がたまりすぎて富栄養化状態となり、赤潮のような環境問題を引き起こしや
すくなる。
　干潟は単にたくさん
の生きものがいる場所
というだけでなく、陸
から流れ込んだ栄養塩
を、たくさんの生きも
のたちの食物連鎖を通
して沿岸の生態系から
持ち出し、沿岸域の環
境を保つ役割を果たし
ている。



6
ヒモイカリナマコ チロリ科の一種

　干潟の環境と生きもの

ダイダイイソカイメン タテジマイソギンチャク クロフジツボ

ヤッコカンザシ ヒザラガイ カメノテ

転石

砂
地
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オハグロガキと
ヤッコカンザシ

消
波
ブ
ロ
ッ
ク

　干潟は砂や泥が堆積してで
きていますので、底が柔らか
く、多くの生きものはその中に
潜って生活しています。しか
し、干潟には石が転がっていた
り、アシなどの塩に強い植物
が生えていたり、護岸のコン
クリートや波消ブロックなど、
さまざまなすみ場所がありま
す。ここでは、貝類や甲殻類
の図鑑で紹介できなかった種
を中心に、それぞれの場所にど
のような生物がみられるのか、
簡単に紹介します。

カメノテと
イワフジツボ
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　調査概要
　鳥類の調査結果は出水市ツル博物館クレインパークいずみが
長年蓄積してきた資料や知見に基づく。その他の生物について
は、これまでに高尾野川河口周辺における基礎資料がほとんど
なかったため、2020年 3月から 8月にかけて詳細な調査を実施
した。採集された生物を鹿児島大学に持ち帰り、鹿児島大学総
合研究博物館に学術標本として登録し、同定を行った。本書で
は、現場での生態写真と登録後の標本写真を使用した。

泥の中の生きものをヤビーポンプで採集刺網で魚類を採集

手網で生きものを採集 曳網で魚類を採集①

曳網で魚類を採集③曳網で魚類を採集②
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前日に設置した刺網の回収作業 刺網から魚類や甲殻類を外す作業

手網で用水路の魚類採集 手網で水路の甲殻類採集

採集された生きもののソーティング作業 採集された魚類の洗浄作業
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　図鑑について
　本書の図鑑部分は、鳥類、魚類、甲殻類、貝類、および植物
の 5つの分類群セクションから成る。ただし、この分類群は便
宜的なもので、等しい分類学的階級を示している訳ではない。
例えば、鳥類は鳥綱であるが、本書における貝類は多板綱・二
枚貝綱・腹足綱を含む。
　各分類セクションではそれぞれの研究分野で認められている
分類順に科を配置し（例えば植物では APG分類体系に準拠）、
科内は学名のアルファベット順に種を掲載した。ただし、モク
ズガニ科のみ、亜科に分けて、亜科内での学名のアルファベッ
ト順に種を掲載した。鳥類の和名と学名は基本的に日本鳥学会
（2012）にしたがい、一部の種では Gill et al. (2020)の最新知見を
取り入れた（例えば、キアシシギはキアシシギ属ではなくクサ
シギ属に帰属）。魚類の和名と学名は本村（2020）にしたがった。
甲殻類には和名がない属が多いため、甲殻類のセクションでは
属の和名を省略した。植物の学名は品種や変種などで長くなる
ため、記載年を省略して表記した。
　各種には国際自然保護連合の「The IUCN Red List of Threatened 
Species」、環境省の「絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト」、
および鹿児島県の「鹿児島県の絶滅のおそれのある野生動植物」
の各レッドリストに基づき、保全状況のカテゴリーを付記した。
　各種の解説を執筆時に参考とした文献と図鑑以外のところで
引用した文献は巻末にリストした。写真に使用された魚類、甲
殻類、貝類、および植物の標本は鹿児島大学総合研究博物館に
保管されている。
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　高尾野川河口周辺の希少生物
　本書に掲載された鳥類 73種のうち、国際自然保護連合、環境省、あるいは
鹿児島県（以降 3RLs）のいずれからか絶滅危惧に指定されていたのは 14種
であった。特にクロツラヘラサギは日本や鹿児島県においてそれぞれ絶滅危
惧 IB類と絶滅危惧 I類に指定されていることに加え、世界でも絶滅危惧とさ
れており、高尾野川河口周辺の生物相において、調査が行き届いた生きもの
の中では最も希少であるといえる。
　魚類は 71種が確認され、そのうち、ニホンウナギが 3RLsにおいてクロツ
ラヘラサギと全て同じカテゴリーに指定されている。このほか、11種が準
絶滅危惧から絶滅危惧に指定されており、このうち 8種が泥底に生息するハ
ゼ科魚類であった。これらハゼ科の生息個体数は比較的多く、高尾野川河口
域の良質な泥干潟がこれら希少魚類個体群を健全に育んでいるものと思われ
る。また、周辺の用水路ではミナミメダカが高密度で生息することが確認さ
れた。
　甲殻類は 72種が確認され、そのうち、7種が鹿児島県によって分布特性上
重要、3種が絶滅危惧 II類（オキナワヒライソガニ、ヒメケフサイソガニ、
チゴイワガニ）、3種が準絶滅危惧（トゲアシヒライソガニモドキ、オサガニ、
ハクセンシオマネキ）に指定されていた。さらに、本調査によって鹿児島県
初記録が 7種（ヒメトラフシャコ、マドカアナジャコヤドリムシ、オトヒメ
テッポウエビ、クボミテッポウエビ、オトヒメスナモグリ、ハルマンスナモ
グリ、ツノダシヤワラガニ）採集され、そのうちの 2種（ヒメトラフシャコ、
クボミテッポウエビ）が分布の南限を更新する記録となった（ヒメトラフシャ
コは国内における南限記録）。
　貝類は計 49種が採集され、うち 25種が図鑑で紹介されている。うち 1種（ハ
マグリ）が環境省の絶滅危惧 II類、その他 5種（ユウシオガイ・ヒメカノコ・
ウミニナ・フトヘナタリ・ヘナタリ）が準絶滅危惧に指定されている。鹿児
島県では、イシマキガイ・ウミニナ・ヘナタリが準絶滅危惧に指定されている。
今回採集された種の中で、ウミニナ類とアマオブネガイ科のうち、河川と海
域を移動する両側回遊種（イシマキガイ・ヒメカノコなど）は、生息環境が
開発の影響を受けやすいせいか、希少種が多かった。
　植物は 90種確認され、うち希少種は 5種あった。干拓地の緩やかに流れる
水路にてカワツルモが、河口付近にわずかに残存する自然植生に近い草地に
てフサスゲ、タマミゾイチゴツナギ、ジャニンジン、コナミキの生育が確認
された。鹿児島県で分布特性上重要とされているものは 19種確認されたが、
多くは島嶼部を北限・南限とすることにより重要視されているもので、本調
査では特筆すべき種は認められなかった。
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鳥

類

鳥　類
出水市ツル博物館クレインパークいずみ

　鳥類の写真はツル科を除きすべて年神浩正氏撮影

（編）
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鳥

類

　数十羽ほどの群れで行動し、水路や水田で昼間でも採食する。冬鳥。全
長 37.5 cm。写真は 2月撮影。

カモ科 マガモ属

コガモ
Anas crecca crecca Linnaeus 1758

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

カモ科 マガモ属

オナガガモ
Anas acuta Linnaeus 1758

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　数千羽渡来する。県内ではツルへの給餌の影響で出水地区に多い。昼間
群れで行動し、夜間は水田で餌をとる。冬鳥。全長 75 cm。写真は 10月撮影。



鳥

類
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　オスの後頭の冠羽はナポレオンの帽子のような形。陸にあがり草を食べ
る。冬鳥。全長 48 cm。写真は 1月撮影。

カモ科 マガモ属

ヨシガモ
Anas falcata Georgi 1775

IUCN Red List　Near Threatened
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

カモ科 マガモ属

ヒドリガモ
Anas penelope Linnaeus 1758

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　数千羽渡来する。雄のビューンという口笛のような大きな声が特徴。護
岸や干潟のアオサを食べ、養殖海苔も食害する。河川では草もよく食べる。
冬鳥。全長 48.5 cm。写真は 4月撮影。
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鳥

類

　春と秋に数十羽単位で渡来する。警戒心が強く、葦原の近くなどでみら
れる。メスは目立たない。旅鳥。全長 38 cm。写真は 4月撮影。

　数千羽渡来する。昼間は休んで、夜間に餌をとる。冬鳥。全長 59 cm。
写真は 12月撮影。

カモ科 マガモ属

マガモ
Anas platyrhynchos platyrhynchos Linnaeus 1758

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

カモ科 マガモ属

シマアジ
Anas querquedula Linnaeus 1758

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―



鳥

類

17BIRDS

　数千羽渡来する。夏期に少数が繁殖する。留鳥。全長 60.5 cm。写真は
3月撮影。

　河口域の礫にはえている藻を逆立ちして食べる。冬鳥。全長 50 cm。写
真は 3月撮影。

カモ科 マガモ属

オカヨシガモ
Anas strepera strepera Linnaeus 1758

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

カモ科 マガモ属

カルガモ
Anas zonorhyncha Swinhoe 1866

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―



BIRDS18

鳥

類

　ホシハジロと同じ環境でみられる。メスで嘴の基部が白い個体もみられ
る。冬鳥。全長 40 cm。写真は 4月撮影。

　貝類の生息する場所でみられる。春先に数が増える。冬鳥。全長 45 cm。
写真は 2月撮影。

カモ科 スズガモ属

ホシハジロ
Aythya ferina (Linnaeus 1758)

IUCN Red List　Vulnerable
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

カモ科 スズガモ属

キンクロハジロ
Aythya fuligula (Linnaeus 1758)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―



鳥

類

19BIRDS

　数羽渡来する。海上が多いが、魚のいる河川や内湾でもみられる。冬鳥。
全長 56 cm。写真は 3月撮影。

　数十羽渡来する。キンクロハジロのオスは頭部に冠羽があり、背が黒い
ことで見分けられる。冬鳥。全長 45 cm。写真は 2月撮影。

カモ科 スズガモ属

スズガモ
Aythya marila marila Linnaeus 1761

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

カイツブリ科 カンムリカイツブリ属

カンムリカイツブリ
Podiceps cristatus cristatus (Linnaeus 1758)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―



BIRDS20

鳥

類

　平地の林から山地の林で繁殖する。市街地でも繁殖し、繁殖期間も長い。
冬期は 100羽以上の群れができる。地面に下りて餌を採る。留鳥。全長
33 cm。写真は 8月撮影。

　水辺の植物の近くに浮き巣をつくる。6–7月に幼鳥を連れている。冬期
は数十羽の群れになる。留鳥。全長 26 cm。写真は 3月撮影。

カイツブリ科 カイツブリ属

カイツブリ
Tachybaptus ruficollis poggei (Reichenow 1902)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

ハト科 キジバト属

キジバト
Streptopelia orientalis orientalis (Latham 1790)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―



鳥

類

21BIRDS

　夏鳥として蕨島で亜種チュウダイサギが繁殖する。また冬鳥として亜種
オオダイサギが渡来する。留鳥。全長 80–104 cm。写真は 9月撮影。

　冬期数百羽みられる。海岸から河川、ため池で採食する。夏期は少ない。
留鳥。全長 82 cm。写真は 11月撮影。

ウ科 ウ属

カワウ
Phalacrocorax carbo hanedae Kuroda 1925

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

サギ科 アオサギ属

ダイサギ
Ardea alba alba Linnaeus 1758

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―



BIRDS22

鳥

類

　蕨島で繁殖する。足は黒く、足指が黄色い。夏羽では後頭から 2本の長
い冠羽と、背にカールした飾り羽が出る。留鳥。全長61 cm。写真は4月撮影。

　以前は冬鳥として渡来していたが、最近は留鳥として蕨島で 3月から繁
殖を始める。留鳥。全長 95 cm。写真は 5月撮影。

サギ科 アオサギ属

アオサギ
Ardea cinerea jouyi Clark 1907

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

サギ科 コサギ属

コサギ
Egretta garzetta garzetta (Linnaeus 1766)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―



鳥

類

23BIRDS

　少数羽渡来する。先が平たくてしゃもじ形の長い嘴をもつ。干潟や干拓
地の水路で、首を横に振って魚をとる。冬鳥。全長 86 cm。写真は 12月撮影。

　蕨島で繁殖する。越冬個体も少数みられる。夜間の活動が主だが、雨や
曇りの日は、日中も活動する。留鳥。全長 57.5 cm。写真は 8月撮影。

サギ科 ゴイサギ属

ゴイサギ
Nycticorax nycticorax nycticorax (Linnaeus 1758)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

トキ科 ヘラサギ属

ヘラサギ
Platalea leucorodia leucorodia Linnaeus 1758

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   情報不足
鹿児島 Red List   準絶滅危惧



BIRDS24

鳥

類

　10月中旬までには第 1陣が渡来し、11月には 1万羽を超える。3月に北
帰行する。頭部と首は白く、成鳥の頭頂は赤と黒。体が煤けた鍋底のよう
な灰黒色であることから、ナベヅルと呼ばれる。全長 91–100 cm。

　少数羽渡来する。ヘラサギに似ているが、目先まで黒い皮膚が露出する。
幼鳥は翼の先が黒っぽい。冬鳥。全長 73.5 cm。写真は 3月撮影。

トキ科 ヘラサギ属

クロツラヘラサギ
Platalea minor Temminck & Schlegel 1849

IUCN Red List　Endangered
環境省 Red List   絶滅危惧 IB 類
鹿児島 Red List   絶滅危惧 I 類

ツル科 ツル属

ナベヅル
Grus monacha Temminck 1835

IUCN Red List　Vulnerable
環境省 Red List   絶滅危惧 II 類
鹿児島 Red List   絶滅危惧 II 類



鳥

類

25BIRDS

　数千羽渡来する。12月上旬から数が増える。2月には繁殖地に向かう。
ナベヅルに比べ大きい。首の後側と上部前側が白く、体は全体的に青灰色
で、体の下面と背は濃い灰色、雨覆いと三列風切りは灰白色。成鳥の額か
ら目の周囲は赤い。全長 120–153 cm。

ツル科 ツル属

マナヅル
Grus vipio Pallas 1811

IUCN Red List　Vulnerable
環境省 Red List   絶滅危惧 II 類
鹿児島 Red List   絶滅危惧 II 類



BIRDS26

鳥

類

　留鳥として繁殖する。嘴と額は赤く、嘴の先は黄色。全長 32.5 cm。写
真は 8月撮影。

　体は黒く、嘴は薄赤っぽい白で、額板は白。水草がなくなると水田や土
手にあがり草を食べる。冬鳥。全長 39 cm。写真は 11月撮影。

クイナ科 オオバン属

オオバン
Fulica atra atra Linnaeus 1758

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

クイナ科 オオバン属

バン
Gallinula chloropus chloropus Linnaeus 1758

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―



鳥

類

27BIRDS

　オスの夏羽では額から眉斑が白く、前頭と過眼線が黒い。頭頂は茶色っ
ぽい。冬期ハマシギの群れに混じる。留鳥。全長 17.5 cm。写真は 4月撮影。

　山地や島の断崖で繁殖しており、夏は山地でみられる。渡りの時期には、
平地でも群れがみられる。夏鳥。全長 20 cm。写真は 5月撮影。

アマツバメ科 アマツバメ属

アマツバメ
Apus pacificus kanoi (Yamashina 1942)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

チドリ科 チドリ属

シロチドリ
Charadrius alexandrinus dealbatus (Swinhoe 1870)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   絶滅危惧 II 類
鹿児島 Red List   絶滅危惧 II 類



BIRDS28

鳥

類

　主に旅鳥として、干潟や入り江などに渡来する。全長 19.5 cm。写真は
5月撮影。

　河川敷や造成地などの荒地で少数羽繁殖。春や秋は数十羽の群れが水田
でみられる。越冬することがある。夏鳥。全長 16 cm。写真は 4月撮影。

チドリ科 チドリ属

コチドリ
Charadrius dubius curonicus Gmelin 1789

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

チドリ科 チドリ属

メダイチドリ
Charadrius mongolus stegmanni Portenko 1939

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―



鳥

類

29BIRDS

　飛翔時には翼に明瞭な白帯がみえる。眉斑は白く、翼の付け根が白く抜
ける。単独の場合が多いが、旅鳥として群れで移動することもある。留鳥。
全長 20 cm。写真は 9月撮影。

　長い冠羽があり、後頭から体の上面は緑や赤の光沢がある。猫のような
声で鳴く。冬鳥。全長 31.5 cm。写真は 1月撮影。

チドリ科 タゲリ属

タゲリ
Vanellus vanellus (Linnaeus 1758)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

シギ科 イソシギ属

イソシギ
Actitis hypoleucos (Linnaeus 1758)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―



BIRDS30

鳥

類

　嘴は体と比較して長く、やや下方に曲がる。春秋は干潟や水田でよくみ
られる。冬鳥・旅鳥。全長 21 cm。写真は 5月撮影。

　嘴は短く上に反っている。夏羽では体の上面は赤褐色、黒、白のまだら。
少数が春と秋に通過する。旅鳥。全長 22 cm。写真は 4月撮影。

シギ科 キョウジョシギ属

キョウジョシギ
Arenaria interpres interpres (Linnaeus 1758)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

シギ科 オバシギ属

ハマシギ
Calidris alpina sakhalina (Vieillot 1816)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   準絶滅危惧
鹿児島 Red List   準絶滅危惧



鳥

類

31BIRDS

　嘴がやや上に反る。比較的大型のシギ。成鳥のオスの夏羽は、全体的に
赤っぽくなる。旅鳥。全長 41 cm。写真は 4月撮影。

　小型のシギ。夏羽では顔からくびが赤褐色。群れで行動する。旅鳥。全
長 15 cm。写真は 9月撮影。

シギ科 オバシギ属

トウネン
Calidris ruficollis Pallas 1776

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

シギ科 オグロシギ属

オオソリハシシギ
Limosa lapponica baueri Naumann 1836

IUCN Red List　Near Threatened
環境省 Red List   絶滅危惧 II 類
鹿児島 Red List   絶滅危惧 II 類



BIRDS32

鳥

類

　海岸の岩場でみられ、ピューイッと特徴のある声でよく鳴く。足は黄色。
キアシシギ属とされることもある。旅鳥。全長 25.5 cm。写真は 5月撮影。

　下方に曲がった嘴をもつ、大型のシギ。春と秋に通過する。旅鳥。全長
42 cm。写真は 4月撮影。

シギ科 ダイシャクシギ属

チュウシャクシギ
Numenius phaeopus variegatus (Scopoli 1786)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

シギ科 クサシギ属

キアシシギ
Tringa brevipes (Vieillot 1816)

IUCN Red List　Near Threatened
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―



鳥

類

33BIRDS

　水路からケッという声で飛び出してくる。単独でいることが多い。冬鳥。
全長 24 cm。写真は 4月撮影。

　嘴がやや上に反り、足は青緑色。春と秋に渡りで通過する。少数が越冬
することもある。旅鳥。全長 33 cm。写真は 5月撮影。

シギ科 クサシギ属

アオアシシギ
Tringa nebularia (Gunnerus 1767)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

シギ科 クサシギ属

クサシギ
Tringa ochropus Linnaeus 1758

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―



BIRDS34

鳥

類

　嘴は長く、上方に反る。嘴は黒色で、基部が橙黄色。足は短く、橙黄色。
数羽でみられる。旅鳥。全長 23 cm。写真は 9月撮影。

　脚が赤い。類似種のツルシギより少し小さい。少数が春と秋に通過する。
旅鳥。全長 27.5 cm。写真は 4月撮影。

シギ科 クサシギ属

アカアシシギ
Tringa totanus ussuriensis Buturlin 1934

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   絶滅危惧 II 類
鹿児島 Red List   絶滅危惧 II 類

シギ科 ソリハシシギ属

ソリハシシギ
Xenus cinereus (Güldenstädt 1775)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―



鳥

類

35BIRDS

　冬鳥として渡来する。カモメ類の群れの中に数十羽混ざっている。セグ
ロカモメより大きく、背中の色が濃い。全長 61.5 cm。写真は 7月撮影。

　海上で餌をとる。幼鳥は 8月からみられる。嘴は黄色で先端に赤と黒の
斑がある。足は黄色。若鳥は全体的に濃褐色。全長 45 cm。写真は 8月撮影。

カモメ科 カモメ属

ウミネコ
Larus crassirostris Vieillot 1818

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

カモメ科 カモメ属

オオセグロカモメ
Larus schistisagus Stejneger 1884

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   準絶滅危惧
鹿児島 Red List   ―



BIRDS36

鳥

類

　海岸沿いの大木や断崖で繁殖する。出水地区では少数繁殖している。冬
期は数が増える。海上や河川沿いで魚をとる。留鳥。全長 58–60 cm。写
真は 1月撮影。

　数百羽渡来する。オオセグロカモメに似るが、体の上面は青灰色。翼の
先は黒く、白い斑がある。冬鳥。全長 61 cm。写真は 3月撮影。

カモメ科 カモメ属

セグロカモメ
Larus vegae vegae Palmén 1887

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

ミサゴ科 ミサゴ属

ミサゴ
Pandion haliaetus haliaetus (Linnaeus 1758)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   準絶滅危惧
鹿児島 Red List   準絶滅危惧



鳥

類

37BIRDS

　尾がバチの形（凹）をしているのが特徴。留鳥として少数が繁殖する。
冬期に数が増える。全長 59–69 cm。写真は 1月撮影。

　尾に黒帯があり、眉斑は明瞭で、目は黄色い。カモ類の近くでみられる。
冬鳥。全長 50–57 cm。写真は 2月撮影。

タカ科 ハイタカ属

オオタカ
Accipiter gentilis fujiyamae (Swann & Hartert 1923)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   準絶滅危惧
鹿児島 Red List   絶滅危惧 II 類

タカ科 トビ属

トビ
Milvus migrans lineatus (Gray 1831)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―



BIRDS38

鳥

類

　平地の藪や葦原でみられる。地上に降りて虫を食べる。目立たない色で、
気を付けないと見過ごす。冬鳥。全長 17.5 cm。写真は 6月撮影。

　崖で繁殖し、繁殖が終わると平地に移動する。河川や水路で魚をとる。
留鳥。全長 17 cm。写真は 9月撮影。

カワセミ科 カワセミ属

カワセミ
Alcedo atthis bengalensis (Gmelin 1788)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

キツツキ科 アリスイ属

アリスイ
Jynx torquilla japonica (Bonaparte 1850)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―



鳥

類

39BIRDS

　留鳥として 3–4月に繁殖するが少ない。冬期は数が増える。他の鳥の鳴
きまねをよくする。全長 20 cm。写真は 12月撮影。

　少数が繁殖している。冬期は数が増える。亜種オオハヤブサも記録され
たことがある。留鳥。全長 41–49 cm。写真は 12月撮影。

ハヤブサ科 ハヤブサ属

ハヤブサ
Falco peregrinus japonensis Gmelin 1788

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   絶滅危惧 II 類
鹿児島 Red List   絶滅危惧 II 類

モズ科 モズ属

モズ
Lanius bucephalus bucephalus Temminck & Schlegel 1847

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―



BIRDS40

鳥

類

　数十羽渡来する。成鳥は少なく、幼鳥が多い。明白色型と暗色型がいる。
冬鳥。全長 33 cm。写真は 11月撮影。

　市街地の林で繁殖する。農耕地に縄張りをもつ。貝類もよく食べる。冬
は集団でねぐらをとる。留鳥。全長 50 cm。写真は 3月撮影。

カラス科 カラス属

ハシボソガラス
Corvus corone orientalis Eversmann 1841

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

カラス科 カラス属

コクマルガラス
Corvus dauuricus Pallas 1776

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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　山地で繁殖。肉食で、牛舎や豚舎の周りに集まる。冬は集団でねぐらを
とる。留鳥。全長 56.5 cm。写真は 3月撮影。

　冬に渡来し、大集団で行動する。穀類や昆虫を食べる。冬は他のカラス
類と一緒にねぐらをとる。冬鳥。全長 47 cm。写真は 1月撮影。

カラス科 カラス属

ミヤマガラス
Corvus frugilegus pastinator Gould 1845

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

カラス科 カラス属

ハシブトガラス
Corvus macrorhynchos japonensis Bonaparte 1850

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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鳥

類

　ツバメより小さく、尾の切れ込みが浅い。夏鳥として橋げた等でまれに
繁殖する。旅鳥や冬鳥としても飛来する。全長 13 cm。写真は 6月撮影。

　群れで移動する。葦についた虫をよく食べる。冬鳥。全長 11 cm。写真
は 4月撮影。

ツリスガラ科 ツリスガラ属

ツリスガラ
Remiz consobrinus (Swinhoe 1870)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

ツバメ科 イワツバメ属

イワツバメ
Delichon urbica dasypus (Bonaparte 1850)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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　頭から尾まで光沢のある黒色。軒下のある家屋で繁殖する。個人住宅で
の繁殖は、カラスの被害などで減少している。8月中旬から南へ渡っていく。
夏鳥。全長 17 cm。写真は 4月撮影。

　ツバメより大きく、尾が長い。腰が赤茶色。旅鳥。全長 18.5 cm。写真
は 11月撮影。

ツバメ科 ツバメ属

コシアカツバメ
Hirundo daurica japonica Temminck & Schlegel 1845

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

ツバメ科 ツバメ属

ツバメ
Hirundo rustica gutturalis Scopoli 1786

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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鳥

類

　冬期は数が増え、ブロッコリーやみかんの食害が出る年もある。秋には
数千羽の大群になり南に渡ることがある。春は逆方向に移動する群れがみ
られる。留鳥。全長 27.5 cm。写真は 12月撮影。

　ツバメより小さく、尾の切れ込みが浅い。胸に T字の褐色帯がある。干
拓地を他のツバメ類と混ざって飛ぶ。旅鳥。全長 12.5 cm。写真は 6月撮影。

ツバメ科 ショウドウツバメ属

ショウドウツバメ
Riparia riparia ijimae (Lönnberg 1908)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

ヒヨドリ科 ヒヨドリ属

ヒヨドリ
Hypsipetes amaurotis amaurotis (Temminck 1830)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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　冬は市街地周辺でも群れでみられる。春には花の蜜を吸う。留鳥。全長
12 cm。写真は 2月撮影。

　低山から山地の藪で繁殖する。さえずりはよく知られているホーホケ
キョだが、地鳴きはチャッ、チャッ。留鳥。全長 14–15.5 cm。写真は 3月撮影。

ウグイス科 ウグイス属

ウグイス
Horornis diphone cantans (Temminck & Schlegel 1847)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

メジロ科 メジロ属

メジロ
Zosterops japonicus japonicus Temminck & Schlegel 1845

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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鳥

類

　写真はオス。メスは体の上面が黒褐色で、胸が褐色と黄土色の鱗状。留
鳥として海岸の近くの岩場や民家で繁殖する。市街地のビルでも繁殖する。
全長 25.5 cm。写真は 4月撮影。

　昼間は数十羽の群れで行動し、夕方は数百羽の群れになり電線にとまる。
留鳥。全長 24 cm。写真は 3月撮影。

ムクドリ科 ムクドリ属

ムクドリ
Spodiopsar cineraceus Temminck 1835

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

ヒタキ科 イソヒヨドリ属

イソヒヨドリ
Monticola solitarius philippensis (Statius Müller 1776)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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　留鳥として家の周りで繁殖。幼鳥は竹林で集団でねぐらをとる。冬は数
十から数百羽で葦原などでもねぐらをとる。全長14.5 cm。写真は12月撮影。

　眉斑がある。胸から腹は白いが、胸から脇にかけて黒斑がある。開けた
場所に降りて採餌する。冬鳥。全長 24 cm。写真は 11月撮影。

ヒタキ科 ツグミ属

ツグミ
Turdus eunomus Temminck 1831

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

スズメ科 スズメ属

スズメ
Passer montanus saturatus Stejneger 1885

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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鳥

類

　河川の上流域で繁殖する。秋から冬にかけ個体数が増え、平地で越冬す
る。留鳥。全長 20 cm。写真は 9月撮影。

　少数羽が繁殖している可能性がある。春には亜種タイワンハクセキレイ
と亜種ホオジロハクセキレイもみられる。冬鳥。全長21 cm。写真は3月撮影。

セキレイ科 セキレイ属

ハクセキレイ
Motacilla alba lugens (Gloger 1829)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

セキレイ科 セキレイ属

キセキレイ
Motacilla cinerea cinerea Tunstall 1771

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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　頭と体上面が茶褐色で、黒い縦斑がある。腰は赤褐色。メスは全体的に
色が薄い。さえずりは早くて複雑。留鳥。全長 16.5 cm。写真は 12月撮影。

　冬に大群で渡来する亜種オオカワラヒワは、少し大きく、白っぽい。留
鳥。全長 14.5 cm。写真は 2月撮影。

アトリ科 カワラヒワ属

カワラヒワ
Chloris sinica minor (Temminck & Schlegel 1848)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

ホオジロ科 ホオジロ属

ホオジロ
Emberiza cioides ciopsis Bonaparte 1850

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―



BIRDS50

鳥

類

　アシの茎にとまり虫を食べる。地鳴きはチュイーン。嘴はやや太く、丸
みを帯びる。冬鳥。全長 16 cm。写真は 4月撮影。

　オスは頭と頬が緑灰色。体の下面が黄緑色で、胸から脇にかけて黒っぽ
い縦斑がある。冬鳥。全長 16 cm。写真は 4月撮影。

ホオジロ科 ホオジロ属

オオジュリン
Emberiza schoeniclus pyrrhulina (Swinhoe 1876)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

ホオジロ科 ホオジロ属

アオジ
Emberiza spodocephala personata Temminck 1836

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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類

魚　類
本村浩之（編）
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アカエイ科 アカエイ属

アカエイ
Hemitrygon akajei (Bürger 1841)

IUCN Red List　Near Threatened
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　鹿児島県本土全域の
沿岸から河口域に生息
し、エイの仲間では最
も多くみられる。河川
の上流にも遡上するこ
とがある。日本沿岸域
では、種子島が分布の
南限で、隣の屋久島を
含めた琉球列島には生
息しない。アカエイは

シロエイやイズヒメエイと似るが、腹面の縁が黄色いことから容易に識別
される。成長するとオスは体盤幅 50 cm程度に達するが、メスはその倍近い

90 cmを超えることがある。卵胎生（卵を胎
内でふ化させて子どもを産む）で、一度に
7–25匹の幼魚を産む。アカエイ科の中で最
も多産。写真は高尾野川河口に設置した刺網
で漁獲されたオスの個体。尾に 1–2本の毒棘
を有し（写真個体の棘は漁獲時に除去されて
いる）、尾を振って人を刺そうとするため注
意が必要。（本村）

毒

KAUM–I. 142721, 全長 737.4 mm, 高尾野町

アカエイの学名として、これまで
Dasyatis akajei が広く使用されてき
ましたが、研究が進み、2016 年に
Hemitrygon akajeiとなりました。学名
の基準になった標本は江戸時代に長崎
の出島で採集され、シーボルトによっ
てオランダに送られたもの。学名の
akajeiは日本語のアカエイに基づきま
す。
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ツバクロエイ科 ツバクロエイ属

ツバクロエイ
Gymnura japonica (Temminck & Schlegel 1850)

IUCN Red List　Data Deficient
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

毒

　鹿児島県本土全域の沿岸から河口の砂泥底に生息するが、琉球列島などの
島嶼域にはほとんど生息しない。エイの仲間では珍しく、体は横長。ツバク
ロエイは尾が短いことで、尾が体盤長とほぼ同長のオナガツバクロエイと区
別される。成長すると全長 1 m、体盤幅 1.8 mに達するが、50 cm程度で成熟
する。卵胎生で、一度に 8匹程度の幼魚を産む。写真は高尾野川河口で漁獲
されたメスの個体。尾に 1本の毒棘を有するが、小さいためかこれまでに大
きな事故例は報告されていない。（本村）

KAUM–I. 142715, 全長 226.4 mm, 高尾野町
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ウナギ科 ウナギ属

ニホンウナギ
Anguilla japonica Temminck & Schlegel 1846

IUCN Red List　Endangered
環境省 Red List   絶滅危惧 IB 類
鹿児島 Red List   絶滅危惧 I 類

KAUM–I. 139999, 全長 454.1 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140317, 全長 247.8 mm, 高尾野町

　日本全国に広く分布し、食
用魚として親しまれる水産重
要種。鹿児島県に分布するウ
ナギ属魚類には本種の他にオ
オウナギとニューギニアウナ
ギが知られているが、食用と
されるのは主に本種である。
最大で全長 1 mほどになる。
産卵はマリアナ諸島西方海域
でおこなわれ、孵化したレプ
トセファルス幼生はおよそ
6ヶ月かけて東アジア沿岸に
到達する。その後、シラスウナギに変態し、河川に進入するとエビ類やカニ

類および陸生昆虫などを捕食しながら上流域ま
で遡上する。近年、ニホンウナギは過剰な漁獲
や成育場の環境変化などによって個体数の減少
が危惧されている。高尾野川では生態調査と地
元住民の親水意識を醸成する目的で、伝統漁法
である石倉かごを用いたモニタリングが定期的
におこなわれている。（渋谷）

ニホンウナギは海で産卵し、成長
のため河川を遡上する魚です（海
域のみで一生を過ごす個体もいま
す）。鰓呼吸だけでなく皮膚呼吸も
おこなうことができ、乾燥に強い
体の構造をもっています。条件が
整えば 46 mの滝を遡上できること
がわかっています。
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ニシン科 コノシロ属

コノシロ
Konosirus punctatus (Temminck & Schlegel 1846)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 142711, 体長 200.5 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142709, 体長 199.0 mm, 高尾野町

　日本の沿岸域に分布する内湾性の魚。コノシロ属は 1属 1種で、コノシロ
のみが知られている。主にプランクトンを食べる。産卵期は 4–5月で、産卵
期になると汽水域に回遊し、メスは 1度の産卵期間中に 2回以上産卵を行う。
背鰭の最後軟条が糸状に伸長すること、上顎後端が下方にまがらないこと、
背鰭前方鱗は正中線で重ならないことなどが特徴。小型定置網、地曳網、投
網などで漁獲される。関東では、産まれた年に漁獲された小型のものをシン
コ、15 cmより小さいものをコハダと呼び、江戸前ずしの代表的な寿司種と
されている。旬は秋から冬。本調査では、高尾野川河口にて 3個体が刺網で
漁獲された。（出羽）
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コイ科 フナ属

ギンブナ
Carassius sp.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 142800, 体長 28.0 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142802, 体長 26.3 mm, 高尾野町

　日本各地に分布し、多様な陸水環境に生息している。フナ類の分類は混乱
しており、ギンブナを含む各種・亜種に適用する学名は統一の見解が得られ
ていない。琉球列島に自然分布するフナは、ギンブナと形態的に一致するが
遺伝的に異なっており、数十万年以上前に分化した琉球列島固有の個体群と
考えられている。雌性発生による単為生殖で再生産が行われることが有名で
あるが、鹿児島県では雌雄の性比が同じであることが知られている。フナ類
は口ひげがないことで 2対の口ひげをもつコイと識別されるが、近年、霧島
市で採集された 1対の口ひげをもつフナとコイの交雑個体が報告された。本
調査では高尾野川周辺の水路で小型個体が多数採集された。（中村）
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コイ科 コイ属

コイ
Cyprinus carpio Linnaeus 1758

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 140000, メス , 体長 526.0 mm, 高尾野町

外来

KAUM–I. 56880, 体長 77.0 mm, 鹿児島市上福元町

　全国に広く分布し、湖沼や河川の上流域から河口域まで様々な陸水環境に
生息する。鹿児島県においては島嶼域を含む全域に分布し、最も一般的にみ
られる淡水魚のひとつである。しかし、全国に広く導入されているコイは大
陸由来の飼育型コイであり、従来日本に生息していたものではなく、自然水
域への無秩序な放流は望ましくない。日本在来の野生型コイは琵琶湖の深層
部のみに残っていることが知られている。本調査では高尾野川に隣接する水
路において写真上段の個体が採集され、同地点では多くの大型個体が確認さ
れた。（中村）
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コイ科 バラタナゴ属

タイリクバラタナゴ
Rhodeus ocellatus ocellatus (Kner 1866)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

外来

KAUM–I. 117156, オス , 体長 45.5 mm, 薩摩川内市高江町

KAUM–I. 34013, 体長 32.1 mm, 鹿児島市上福元町

　日本全国に分布し、河川
の中・下流域や水路、池や
沼などに生息する。綺麗な
体色から観賞魚として人気
があるが、重点対策外来種
に指定されている国外外来
種であり、日本には中国か
ら持ち込まれた魚に混じっ
て侵入した。本調査では採
集されなかったが、高尾野川水系を含む鹿児島県本土の各地に定着している。
鹿児島県内においてタナゴ類は、タイリクバラタナゴの他にアブラボテとヤ

リタナゴが確認されているが、北薩地域に
分布しているアブラボテのみが在来種であ
り、川内川水系に定着しているヤリタナゴ
は国内外来種である。タナゴ類は二枚貝に
卵を産むため、外来種が侵入することで在
来種と産卵時に二枚貝を巡る競合が起こる
ことが危惧されている。（中村）

タイリクバラタナゴの分布拡大に伴
い、亜種関係にある日本固有亜種の
ニッポンバラタナゴとの交雑が各地で
進んでいるため、ニッポンバラタナゴ
の個体数の減少、遺伝的多様性の低下
が懸念されています。タイリクバラタ
ナゴはニッポンバラタナゴと腹鰭前縁
に白色線があることにより区別できま
す。
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ナマズ科 ナマズ属

ナマズ
Silurus asotus Linnaeus 1758

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 142824, 体長 379.2 mm, 高尾野町

KAUM–I. 21570, 体長 57.6 mm, 鹿児島市下伊敷

　西日本から九州にかけて自然分布し、日本各地に移入されている。河川中
流から下流、用水路、および池沼に生息する。河口域には普通出現しない。
流れの緩やかな場所を好み、植物や岩などの物陰に潜む。産卵期は梅雨の時
期で、増水と同時に水田や氾濫原に遡上し、オスがメスに巻き付き産卵を促
す。全長 60 cmに達する大型の肉食魚で、主に小型魚類や甲殻類などを捕食
する。上顎と下顎にそれぞれ 1対のひげをもち、背鰭は小さく脂鰭をもたない。
稚魚では下顎にもう 1対ひげをもつが、成長とともに消失する。体は茶褐色
から黒褐色で、体側に雲状の明色斑が出ることがある。本調査では高尾野川
河口周辺の水田地帯にて採集された。（古𣘺）
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アユ科 アユ属

アユ
Plecoglossus altivelis altivelis (Temminck & Schlegel 1846)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 65937, 体長 187.3 mm, 鹿児島市永吉

KAUM–I. 120100, 体長 162.4 mm, 肝属郡肝付町

KAUM–I. 27753, 体長 48.1 mm, 南さつま市笠沙町

　鹿児島県で
は本土全域、
上甑島、およ
び大隅諸島に
分布し、屋久
島が本種の分
布 南 限 で あ
る。全長 20 cmほどに成長する。河川の上・中流域に生息し、礫底の瀬や淵
などを好む。産卵は河川中流域でおこなわれ、孵化した仔魚は降海し、翌春
に河川を遡上する。櫛状に発達した歯を用いて、石の表面に付着した藻類を
削りとり摂食する。水産上重要種であり、釣りの対象魚としても人気である。
高尾野川では 2007年 7月に体長 90–120 mmの 5個体が採集された。（伊藤）
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シラウオ科 シラウオ属

シラウオ
Salangichthys microdon (Bleeker 1860)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 140315, 体長 83.8 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140316, 体長 66.4 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140315, 頭部背面 , 体長 83.8 mm, 高尾野町

　サケ目シラウオ科に属す
る小型の沿岸性魚類であり、
サケ目に共通する特徴であ
る脂鰭を尾柄背縁にもつ。
日本国内ではこれまでに北
海道から熊本県にかけての
河口～沿岸域から記録され
ており、鹿児島県内におけ
る確かな記録が残されてい
なかったものの、2020年 3月の調査において 2個体（写真個体）が捕獲さ
れ、これらが鹿児島県における本種の標本にもとづく初記録となった。日本
国内には本種に加えアリアケシラウオ、アリアケヒメシラウオ、およびイシ
カワシラウオの 4種のシラウオ科魚類が分布するが、シラウオは胸鰭条数が
13–19、下顎が上顎より前に出る、口蓋骨に歯をもつ、および尾柄部に黒点を
もたないことなどの形態的特徴を併せもつことにより、これらの種から識別
される。（和田）
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ヨウジウオ科 カワヨウジ属

ガンテンイシヨウジ
Hippichthys (Parasyngnathus) penicillus (Cantor 1849)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 142599, メス , 体長 150.2 mm, 高尾野町

KAUM–I. 129654, オス , 体長 130.9 mm, 鹿児島市下荒田

KAUM–I. 8830, メス , 体長 108.4 mm, 鹿児島市谷山

　鹿児島県内では本土全域と種子島の内湾や汽水域に生息し、藻場や石など
の物陰に隠れて生活している。本種は躯幹部中央隆起線の後部が直線状であ
ることから日本産の同属他種と識別される。体側には多数の白色点が散在す
る。体長は最大で 18 cmに達する。メスはオスの尾部腹面にある育児嚢に卵
を産み付け、オスは育児嚢で卵を保護する。高尾野川河口では、干潟の潮だ
まりから手網で採集された。（荒木）
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ボラ科 メナダ属

セスジボラ
Chelon lauvergnii (Eydoux & Souleyet 1850)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 139992, 体長 217.2 mm, 高尾野町

KAUM–I. 138179, 体長 33.9 mm, 高尾野町

KAUM–I. 1339, 体長 132.5 mm, 鹿児島市中山町

KAUM–I. 142600, 体長 27.0 mm, 高尾野町

　朝鮮半島南部から中国、台
湾に広く分布し、鹿児島県本
土でもよくみられる。ごく小
さな稚魚期を除き、頭部背面
から背鰭起部にかけての正中
線に沿った隆起線をもつこと
で他のボラ科魚類と識別可能。
鹿児島県本土では稚魚がコボ
ラの稚魚とほぼ同時期に出現
するが、体長 8 mm以上の本種
稚魚は背鰭起部が体の中央よ
り前にあることでコボラの稚
魚と識別される。（是枝）
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ボラ科 メナダ属

コボラ
Chelon macrolepis (Smith 1846)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 71180, 体長 105.7 mm, 大島郡与論町

　インド・太平洋の熱帯から
温帯域に広く分布し、鹿児島
県本土では幼魚がよくみられ
る。本種は胸鰭基底が金色や
褐色であること、縦列鱗数が
30–34であること、頭部から背鰭起部背面にかけて隆起線をもたないことな
どによって、鹿児島県本土に出現する同科他種と識別される。鹿児島県本土
では、春頃から本種の稚魚がボラの幼魚に混じってみられるが、同時期にみ
られるボラより小さく、セスジボラより背鰭起部が後ろに位置することなど
で見分けられる。やや南方よりの種であり、今回の調査では 5月に体長 15 
mmほどの稚魚が採集されたのみ。高尾野川河口周辺で再生産しているかは
不明。（是枝）

KAUM–I. 142629, 体長 15.7 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142838, 体長 86.1 mm, 南さつま市笠沙町
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ボラ科 ボラ属

ボラ
Mugil cephalus cephalus Linnaeus 1758

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 142724, 体長 274.4 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140001, 体長 28.3 mm, 高尾野町

　全世界に広く分布し、鹿児島県本土でみられるもっとも一般的なボラ科魚
類。体長は 60 cmを超える。ボラ科魚類は一見とても良く似ているが、本種
は胸鰭基底に青色斑をもつことで同科他種と容易に識別可能。冬から春にみ
られる銀白色の稚魚は青色斑が不明瞭だが、鹿児島県本土において、稚魚の
出現時期がやや重なるコボラやセスジボラは、同時期のボラより一回り小さ
く、既に鱗がはっきりしていることで識別される。海や汽水域で飛び跳ねて
いる魚は本種であることが多い。幼魚は汽水域や淡水域にもよく侵入する。
高尾野川ではいたるところで遊泳する個体を多数見ることができるが、素早
く、捕まえにくい。ボラ科やツバメコノシロ科、サバヒー科などは眼が半透
明の脂瞼という固い膜で覆われている。脂瞼の役割には諸説あるが、脂瞼が
発達する種には人影が察知されやすく、手網での採集は困難である。（是枝）
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メダカ科 メダカ属

ミナミメダカ
Oryzias latipes (Temminck & Schlegel 1846)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   絶滅危惧 II 類
鹿児島 Red List   準絶滅危惧

KAUM–I. 140216, オス , 体長 27.9 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140220, メス , 体長 26.5 mm, 高尾野町

　長野県から沖縄県にかけて広く自然分布する。卵径が大きい、飼育が容易
であるなどの理由から理科教育における初期発生過程を観察するための教材
として使用される。鹿児島県に分布するミナミメダカは遺伝的特徴にもとづ
き薩摩型、大隅型、および琉球型の 3つの地域集団に識別される。なお、本
調査で得られた個体は各型の分布を考慮すると、薩摩型であると判断される
が、近年県外から持ち込まれた個体の放流によって異なる型同士の交雑によ

る遺伝子汚染が問題となっている。
　高尾野川につながる農業用水路からは、体長
13–28 mmと幅広い成長段階の個体が多く得ら
れていることから、まとまった個体数が生息・
再生産をおこなっているものと考えられる。
（和田）

ミナミメダカのようにオスとメス
で体の外見などが異なることを性
的二型といいます。ミナミメダカ
ではオスは背鰭に深い切れ込みが
あり、臀鰭が長くのびることに対
して、メスは背鰭に深い切れ込み
が無く、臀鰭がオスとくらべて短
いという特徴をもちます。
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ダツ科 ダツ属

ダツ
Strongylura anastomella (Valenciennes 1846)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 142728, 体長 708.2 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142729, 体長 607.1 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142730, 体長 512.0 mm, 高尾野町

　北海道から九州南岸にかけて広く分布する。沿岸の表層を遊泳し、主に小
魚を捕食する。繁殖期である 4–7月に沿岸の藻場で産卵をおこなう。ダツ科
魚類は走光性をもち、ライトなどの光源に反応しダイバーや漁師に突進し突
き刺さる事故が起きている。全長 1 mほどに成長する。体は側扁し、細長い。
背部は暗緑色、体側と腹部は銀白色、内骨格は青色をそれぞれ呈する。同属
のリュウキュウダツとは頭部の鱗が細かいことや、鰓蓋の中央部に鱗がない
ことなどの特徴により識別される。鹿児島県では「サンカン」や「ツツ」な
どと呼称される。本調査では高尾野川河口での刺網によって 6個体が採集さ
れた。（伊藤）



FISHES68

魚

類

メバル科 カサゴ属

カサゴ
Sebastiscus marmoratus (Cuvier 1829)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 142627, 体長 35.7 mm, 高尾野町

KAUM–I. 38733, 体長 232.7 mm, 南さつま市坊津町

　鹿児島県内では本土全域と種子島の沿岸に生息するが、屋久島では数年に
一度観察されるにすぎない。トカラ列島以南の薩南諸島からの報告はない。
鹿児島湾では大分県産の人工種苗（人工的に生産された稚魚）が毎年大量に
放流されている。体長25 cmに達する。卵胎生で一度に数万個体の仔魚を産む。
カサゴは周辺環境にあわせて体色を変化させる。生息水深によっても黒色（浅
場）から赤色（深場）まで体色の変化に傾向がみられる。本来、河口域には
あまり生息しないが、本調査では写真の幼魚 1個体のみが得られた。（本村）
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コチ科 マゴチ属

マゴチ
Platycephalus sp.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 139996, 体長 99.6 mm, 高尾野町

KAUM–I. 139997, 体長 59.2 mm, 高尾野町

　北海道から大隅諸島にかけて広く分布しており、主に河口～沿岸域の砂泥
底に生息する。日本産コチ属魚類は分類学的混乱が続いており、マゴチにつ
いても適用すべき学名が確定されていない。鹿児島県においても多く水揚げ
される水産上重要種であり、活魚としてもさかんに取引される。砂浜帯にお
けるスポーツフィッシングの対象魚種としても親しまれている。（和田）
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スズキ科 スズキ属

スズキ
Lateolabrax japonicus (Cuvier 1828)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 140005, 体長 18.5 mm, 高尾野町

KAUM–I. 144836, 体長 532.4 mm, 高尾野町

　国内では北海道南部から九州にかけて広く分布するが、琉球列島からの記
録はない。主に沿岸域や河川の汽水域に生息しているが、摂餌のために淡水
域に侵入することも多く、大きな河川（鹿児島県では川内川など）では河口
から数十キロメートル遡上することもある。高尾野川が流入する八代海に隣
接する有明海には、氷河期の海面変動により生じたスズキとタイリクスズキ
（中国大陸沿岸に自然分布）の交雑に由来する個体群が存在する。この個体群
はタイリクスズキの特徴（体側に大きな黒点がある）をもち、他の地域のス
ズキとは異なる独立した個体群とされ、環境省が発行するレッドリストによ
り「絶滅のおそれのある地域個体群」となされている。本調査において高尾
野川の下流域で採集された個体はタイリクスズキの特徴を有しなかったが、
『高尾野川のさかな図鑑、2016年』においてタイリクスズキと色彩が類似す
る個体が掲載されており、高尾野川においても有明海に存在する地域個体群
と同様のスズキが生息していると思われる。（中村）
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サンフィッシュ科 ブルーギル属

ブルーギル
Lepomis macrochirus macrochirus Rafinesque 1819

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

外来

KAUM–I. 19269, 体長 188.9 mm, 鹿児島市松元町

KAUM–I. 133733, 体長 28.1 mm, いちき串木野市湊町

　鹿児島県の本
土全域に分布し、
ダム湖、ため池、
および流れの緩
やかな河川の下
流域に生息する。
体は暗緑色で鰓
蓋の後端に一濃
青色斑がある。
全長 20 cmほどに成長する。雑食性で、ラムサール条約指定湿地に登録され
た鹿児島県の藺牟田池では、国内希少野生動植物種のベッコウトンボを食害
すると報告されている。繁殖期である 5–7月にペアをつくり、営巣・産卵を
おこなう。産卵後はオスが卵を保護し、孵化後も仔稚魚の世話をする。本種
は 1960年に、原産地である北米から食用として日本に導入され、その後放流
などによって全国へと生息地が拡大した。本種は環境省によって特定外来生
物に指定されており、生体の運搬および飼育が禁止されている。また、鹿児
島県においては緊急防除種に指定されている。2007年 7月 18日に高尾野川
から 1個体（KAUM–I. 4849, 体長 16.3 mm）が採集された。（伊藤）
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コバンザメ科 コバンザメ属

コバンザメ
Echeneis naucrates Linnaeus 1758

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 139991, 体長 175.9 mm, 高尾野町

KAUM–I. 20698, 体長 164.9 mm, 指宿市開聞川尻

KAUM–I. 71141, 頭部背面 , 体長 604.7 mm, 大島郡与論町

　全世界の暖海域に広く分布する。体長は 1 mに達し、コバンザメ科魚類の
中では大型。体が細長く、体側に暗色縦帯があることが特徴。頭部背面に吸
盤をもち、サメ類やクジラ類などの大型生物に吸着あるいは随泳して移動す

るが、単独で遊泳することもある。吸着時に
は宿主の食べ残しや宿主の寄生虫を摂食する
が、遊泳時には小型魚類も捕食する。最近、
奄美大島沖で何にも吸着せずに海底で暮らし
ている数十個体から成る群れが発見された。
高尾野川では河口域で採集された幼魚 1個体
のみが確認された。（伊藤）

コバンザメの最大の特徴ともいえる
小判状の吸盤は、第 1背鰭が変形し
たものです。コバンザメの吸着対象
は広く、船舶やダイバーに吸着する
こともあります。しかし、吸着対象
であるマカジキ科やマグロ属の大型
種の胃内容物からみつかることも多
く、宿主に食べられてしまうことも
あるようです。
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アジ科 ギンガメアジ属

ギンガメアジ
Caranx sexfasciatus Quoy & Gaimard 1825

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 67752, 体長 54.9 mm, 肝属郡肝付町

KAUM–I. 112749, 体長 342.2 mm, 肝属郡肝付町

　鹿児島県広域に生息する。幼魚は内湾や河口などの汽水域でよくみられ、
成魚はサンゴ礁域を中心に単独もしくは群れで生活する。全長 90 cmに達す
る。幼魚の体色は黄金色もしくは銀色で体側に暗色横帯をもつが、成長にと
もない銀白色となり、暗色横帯は消失する。鰓蓋上部に小黒斑をもち、稜鱗
が黒ずむのが特徴。九州南部などでは、本種の小型個体（全長 20–30 cm）を「エ
バ」や「メッキ」などと呼称し、体サイズに見合わない強い引きが楽しめる
ためライトゲームの対象魚として人気がある。刺身や塩焼きなどで食される
が、サンゴ礁域に生息する大型個体はシガテラ毒をもつ恐れがあるため注意
が必要である。高尾野川水系から採集された 2標本（KAUM–I. 140478, 体長
49.3 mm, KAUM–I. 140479, 体長 44.0 mm）が鹿児島大学総合研究博物館に保
管されている。（渋谷）
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ヒイラギ科 ヒイラギ属

ヒイラギ
Nuchequula nuchalis (Temminck & Schlegel 1845)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 142725, 体長 91.9 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142727, 体長 73.4 mm, 高尾野町

　主に温帯域に生息する
体長 10 cm程の魚類で、
群れをつくり、小型の多
毛類や甲殻類を捕食し生
活する。鹿児島県では
本土全域から記録がある
が、出水地方以外からの
記録は散発的。ヒイラギ
科魚類は口部を様々な方
向に（各種によって異な
る）大きく伸ばせることができ、本種は下方向に伸びる。この仲間は互いに
似た形態の種も多いが、ヒイラギは頭部上方に大きな黒色斑があることで日
本産の他種と容易に識別できる（ただし幼魚ではやや不明瞭な場合がある）。
食道に発光バクテリアを共生させており、発光することが知られているが、
その目的についてはさらなる調査が必要。食用としての利用は地域で違いが
みられるが、鹿児島県では定置網などで採集されたものが市場でよく売られ
る。強く側扁した楕円形の体形に加え、各鰭の棘が鋭く尖ることが植物のヒ
イラギの葉に似ており、これが和名の由来であると考えられている。高尾野
川では河口域での刺網で多く採集された。（藤原）
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KAUM–I. 49825, 体長 135.9 mm, 姶良市加治木町

KAUM–I. 125454, 体長 66.8 mm, 霧島市国分

クロサギ科 クロサギ属

セダカダイミョウサギ
Gerres akazakii Iwatsuki, Kimura & Yoshino 2007

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　鹿児島県本土の砂泥底域において普通にみられるクロサギ科魚類。前下方
に突出する口で底質に棲む多毛類などの小動物を捕食する。同属のクロサギ
と外見が良く似るが、セダカダイミョウサギは背鰭棘数が通常 10、腹鰭と臀
鰭が明るい黄色、体側面に 16–21本の横帯をもつ（生鮮時には不明瞭だが、
固定後は明瞭）などの特徴により識別される。種小名の akazakiiはタイ型魚
類の研究者であった赤崎正人博士への献名である。本調査では採集されな
かったが、『高尾野川のさかな図鑑、2016年』にクロサギとして掲載されて
いる写真個体は、セダカダイミョウサギであると再同定された。（和田）
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魚

類

イサキ科 コショウダイ属

コショウダイ
Plectorhinchus cinctus (Temminck & Schlegel 1843)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 94412, 体長 207.1 mm, 肝属郡肝付町

KAUM–I. 118380, 体長 84.0 mm, 日置市東市来町

KAUM–I. 200412, 体長 22.6 mm, いちき串木野市大里

　オマーン湾から日本にかけて
分布し、鹿児島県では本土全域
と大隅諸島から記録されてい
る。最大全長 60 cm。幼魚は内
湾の岩礁域や河川の汽水域で生
活し、成魚になると沿岸の岩礁
域や大陸棚などに移動する。稚
魚期の体色は黒色で尾鰭は半
透明の白色だが、成長すると灰
色になり、体側に背鰭上方から
胸鰭に向かう幅の広い暗色斜帯
と、体側と垂直鰭に胡椒を連想
させる小黒点が出現する。特徴
的な厚い唇から、コショウダイ
属の英名は「sweetlips（甘い唇）」、
長崎県では「ブタノクチ」と呼
ばれている。高尾野川水系から
は 1個体（KAUM–I. 139935, 体長 64.0 mm）が採集されている。（渋谷）
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タイ科 クロダイ属

キチヌ
Acanthopagrus latus (Houttuyn 1782)

IUCN Red List　Data Deficient
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 142723, 体長 301.9 mm, 高尾野町

KAUM–I. 117109, 体長 55.0 mm, 南さつま市笠沙町

　鹿児島県本土全
域と種子島に分布
し、屋久島以南か
らは確認されてい
ない。沿岸から内
湾、河口域に生息
し、同属のクロダ
イよりも汽水を好
む。クロダイによ
く似るが、腹鰭、
臀鰭、および尾鰭
下葉下部が黄色を呈し、容易に識別可能。鰭が黄色い事から市場や釣り人な
どの間ではキビレと呼ばれる。体長 50 cmに達する。雑食性で、貝類や甲殻類、
小魚、海藻など様々なものを食べる。
　雄性先熟の性転換を行うことが知られており、生まれた時はオスで、その
後、雌雄同体となり、4年目あたりから卵巣が発達しメスに性転換する。高
尾野川河口の調査では成魚が１個体のみが確認されたが、生息に適した環境
であり、実際はより多くの個体が生息していると考えられる。（伊東）
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類

タイ科 クロダイ属

クロダイ
Acanthopagrus schlegelii (Bleeker 1854)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 142718, 体長 359.6 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142720, 体長 320.3 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140006, 体長 25.0 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140007, 体長 17.1 mm, 高尾野町

　日本近海では北海道から九州に広く分
布するが、大隅諸島を除く琉球列島、小
笠原諸島では確認されていない。沿岸か
ら内湾、河口域に生息する。釣りの対象
魚として人気があり、釣り人からはチヌ
と呼ばれる。鹿児島県内ではクロダイと言えば別種のメジナを指すことが多
い。雑食性で体長 50 cmを超える。キチヌと同様に雄性先熟の性転換を行う
ことが知られている。キチヌは産卵期が秋であるのに対し、クロダイは春～
初夏である。幼魚は餌の多い汽水域に集まることが知られ、調査でも多くの
幼魚が確認された。（伊東）
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タイ科 ヘダイ属

ヘダイ
Rhabdosargus sarba (Forsskål 1775)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 142708, 体長 319.6 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142706, 体長 166.7 mm, 高尾野町

　日本各地に分布する。クロダイに似るが、吻端は丸く、体型が円盤状で容
易に識別される。クロダイよりも沖合に生息し、群れるため、定置網ではま
とまって漁獲される。体長 40 cmに達し、雄性先熟の性転換を行う。本調査
ではクロダイの幼魚が多く確認されたが、ヘダイの幼魚はまったく採集され
なかった。しかし、両種は産卵期が同じであり、ともに幼魚期まで汽水域で
生活するため、ヘダイの幼魚も高尾野川河口に生息すると思われる。（伊東）



FISHES80

魚

類

キス科 キス属

シロギス
Sillago japonica Temminck & Schlegel 1843

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 142713, 体長 162.1 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142714, 体長 158.4 mm, 高尾野町

　鹿児島県の本土全域で一般的にみられる魚類で、河口域や砂浜海岸に生息
する。日本国内からキス科魚類は 5種が知られており、シロギスは北海道か
ら九州までの各地に分布するが、琉球列島には分布しない。琉球列島には本
種の代わりにホシギス、モトギス、およびアトクギスの 3種が生息する。残
りの 1種であるアオギスは鹿児島県からも記録されているが、その個体数は
極めて少ない。シロギスはアオギスと比べて、鱗の枚数が少ないことや第 2
背鰭に黒色点がないことなどの違いがある。雌雄ともに 2年で性成熟し、体
長 30 cm程まで成長し、6–10月に繁殖する。ひじょうに美味な魚で、天ぷら
や煮付けなどでよく食べられる。（藤原）
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シマイサキ科 シマイサキ属

シマイサキ
Rhynchopelates oxyrhynchus (Temminck & Schlegel 1843)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 142716, 体長 189.4 mm, 高尾野町

KAUM–I. 6310, 体長 27.2 mm, 肝属郡肝付町

　小笠原諸島
と琉球列島を
除く青森県以
南の日本各地
に分布する（琉
球列島では久
米島からのみ
記録）。内湾や
河口付近の汽
水域に生息し、
群泳する。吻
は尖り、体側
中央の黒色縦帯は吻端から眼を通り尾鰭基部まで直走する。稚魚の体色は褐
色だが、成長にともない青みがかった白色に変化し、和名の由来となる黒色
縦帯が現れる。幼魚は淡水環境まで河川を遡上することがある。鰾は前後方
向に二分したダンベル型。警戒すると発達した鰾を伸縮させて高い音を発す
るため、「うたうたい」や「しゃみせん」といった地方名がある。高尾野川で
は本調査によって採集された 1個体（KAUM–I. 142716）のみが確認されてい
る。（渋谷）
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類

シマイサキ科 コトヒキ属

コトヒキ
Terapon jarbua (Forsskål 1775)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 142825, 体長 12.2 mm, 高尾野町

KAUM–I. 143215, 体長 161.7 mm, 奄美市

　北海道以
南の日本列
島に広く分
布し、鹿児
島 県 で も
よくみられ
る。汽水域
や沿岸浅海
域に生息す
る。同科の
シマイサキ
に似るが、
体高が大きく吻が丸いこと、体側の黒色縦帯が眼を貫かず弧状であることな
どによって識別できる。シマイサキと同様に鰾を使って音を発することがで
きる。本種は多毛類や小型甲殻類などを捕食するが、攻撃した魚から剥がれ
落ちた鱗を食べるという変わった習性ももつ。河川汽水域でよく釣獲される
ほか、定置網や投網などによって漁獲される。塩焼きや煮付けとして食され、
シマイサキよりも美味とされる。銀灰色の魚体に並ぶ黒色縦帯が美しいため、
観賞用として飼育されることもある。（渋谷）



魚

類

83FISHES

ツバメコノシロ科 ツバメコノシロ属

ツバメコノシロ
Polydactylus plebeius (Broussonet 1782)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 200473, 体長 169.0 mm, 南さつま市坊津町

KAUM–I. 100030, 体長 63.9 mm, 高知市春日町

　胸鰭下部の軟条が遊離するのがこの仲間の特徴。本種の遊離軟条は 5本で、
それらを前後左右に動かして海底の餌を探す。中層・上層の餌は視覚で探す
ため、ルアーでも釣ることができる。成魚は高速遊泳する。幼魚は河口域に
集まることが多い。体長 45 cmに達する。雄性先熟（オスからメスへ性転換
する）と考えられるが、詳しい研究は行われていない。『高尾野川のさかな
図鑑、2016年』に幼魚の写真が掲載されており、この個体は鹿児島大学総
合研究博物館に学術標本として保管されている（KAUM–I. 139943, 体長 55.5 
mm）。本調査中に本種を採集することはできなかった。（本村）
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ベラ科 ササノハベラ属

アカササノハベラ
Pseudolabrus eoethinus (Richardson 1846)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 142602, 体長 29.7 mm, 高尾野町

KAUM–I. 139286, 体長 154.7 mm, 南さつま市坊津町

　南日本の太平洋沿岸で多くみられる温帯種で、浅い岩礁域、ガレ場、ゴロ
タに生息する。ホシササノハベラと似るが、背面に白色斑がないこと、胸鰭
の基部に黒点をもつこと、および眼の下を通り後方に伸びる縦線が胸鰭基部
に達することから識別される。1997年以前はササノハベラと呼ばれていたが、
本種とホシササノハベラの 2種に分類され、ササノハベラという和名は属名
として残された。雌雄で体色が異なり、メスは全体が赤褐色である一方、オ
スは体側後方が黄みを帯び、繁殖時期に黄色味が強くなる。若魚は体の赤み
が強い。本調査では上写真の幼魚 1個体のみが手網で採集された。参考まで
に掲載した下写真は本種のオスの成魚である。（出羽）
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KAUM–I. 142823, 体長 56.2 mm, 高尾野町

イソギンポ科 ナベカ属

トサカギンポ
Omobranchus fasciolatoceps (Richardson 1846)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   準絶滅危惧

　本種は日本国内では富山湾から鹿児島県までの日本海および東シナ海沿
岸、東京湾から宮崎県までの太平洋沿岸、および瀬戸内海の内湾や河口に生
息しており、カキ殻などに潜む。鹿児島県本土は日本沿岸域における分布の
南限であり、鹿児島県内ではこれまでに八房川と万之瀬川の河口干潟からの
み知られていた。頭部には黄色横帯があり、頭部正中線にはトサカ状の皮弁
をもつ。体長は最大で 6 cmに達する。本種やイダテンギンポ（p. 86）を含む
イソギンポ科魚類の多くは両顎に大きな犬歯をもつため、噛まれないよう注
意が必要。産卵期は夏で、オスがカキ殻内で卵を保護する習性がある。
　本種は生息域が限られ、生息数が少ないことなどから鹿児島県のレッドリ
ストにおいて準絶滅危惧種に指定されている。本調査においては高尾野川河
口のカキ殻が付着した転石帯から写真の 1個体が得られているのみであり、
高尾野川河口における生息数は多くないと考えられる。（荒木）
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イソギンポ科 ナベカ属

イダテンギンポ
Omobranchus punctatus (Valenciennes 1836)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 142811, 体長 53.4 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142810, 体長 77.0 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140251, 体長 59.0 mm, 高尾野町KAUM–I. 142822, 体長 75.1 mm, 高尾野町

　鹿児島県本土全域の内湾や河口に生息し、カキ殻などに潜む。頭部には白
色横帯があり、この横帯は求愛行動中のオ
スでより明瞭になる。体側には多数の暗色
縦線がある。体長は最大 10 cmに達する。
産卵期は 5–10月で、トサカギンポ（p. 85）
と同様にメスがカキ殻内に卵を産み付けオ
スが卵を保護する習性がある。高尾野川河
口においてはカキ殻が付着した岸壁から複
数の個体が採集された。（荒木）

イダテンギンポの本来の分布域はイン
ド・西太平洋ですが、船舶のバラスト水
への混入や、船体への付着により、イ
ンドからトリニダード・トバゴに移入
され、さらにカリブ海～ブラジル南部に
分布を拡大しました。バラスト水とは、
荷物を積んでいない船の重しとして積
み込む海水のことで、出港時に船に積み
込まれ、港に到着時に捨てられます。
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ネズッポ科 ネズッポ属

ネズミゴチ
Repomucenus curvicornis (Valenciennes 1837)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 42165, オス , 体長 156.0 mm, 出水郡東町

KAUM–I. 42166, メス , 体長 146.1 mm, 出水郡東町

KAUM–I. 103691, 背面 , 体長 66.1 mm, 鹿児島市喜入町

　東アジアの固有種で、国内では北海道南部から本州、四国、および九州の
沿岸に分布し、琉球列島からの記録はない。鹿児島県本土では、北部ほど個
体数が多い。浅海の砂底に生息する。雌雄とも第 1背鰭の棘が伸長しないこ
とや、尾鰭下部が黒いことが本種の特徴。オスの成魚は第 1背鰭の上縁が黒
く縁どられ、オスの未成魚とメスは第 1背鰭第 3膜に白く縁どられた 1黒色
斑がある。雌雄とも体長 17 cmに達する。
　本調査中に 1個体が採集され、鹿児島大学総合研究博物館に学術標本とし
て保管されている（KAUM–I. 142376, 体長 57.2 mm）。同個体は撮影前に固定
されてしまったため、ここでは県内の別の場所から採集されたネズミゴチの
写真を掲載した。（本村）
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類

KAUM–I. 10750, 体長 123.7 mm, 小山市黒本

KAUM–I. 200371, 体長 96.6 mm, 霧島市牧園町

ドンコ科 ドンコ属

ドンコ
Odontobutis obscurus (Temminck & Schlegel 1845)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　鹿児島県内では北薩地域から薩摩半島にかけて広く分布するが、大隅半島
における記録は局所的である。純淡水性種で河川の中流から下流にかけての

流れの緩やかな砂泥底に生息し、抽水植
物の根や水草の間に隠れて生活する。主
に小型魚類を捕食し、最大で全長 25 cm
になる。
　本調査では確認されなかったが、『高
尾野川のさかな図鑑、2016年』には「高
尾野川では下流域でもみられる」と記載
されている。（古𣘺）

ドンコは新潟県・愛知県以西の西日本に広
く分布しますが、地域によって遺伝的な分
化が認められ、5つの地域集団があること
がわかっています。そのうち島根県と山口
県の一部に分布する集団はイシドンコとし
て 2002年に新種記載されました。他の 4つ
に山陰・琵琶・伊勢グループ、東瀬戸グルー
プ、西瀬戸グループ、および西九州グルー
プがあり、鹿児島県のドンコは九州固有の
西九州グループに属します。
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カワアナゴ科 カワアナゴ属

カワアナゴ
Eleotris oxycephala Temminck & Schlegel 1845

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 142573, 体長 125.3 mm, 鹿児島市草牟田

KAUM–I. 6389, 体長 123.7 mm, 志布志市志布志町

　関東地方から九州にかけての南日本に分布し、鹿児島県内では本土と種子
島・屋久島に分布する。ただし、種子島・屋久島の記録は同属他種の誤同定
の可能性があり、精査が必要。日本産カワアナゴ属魚類は 4種が知られるが、
本種のみが温帯に偏った分布をしている。大規模河川から中規模河川の中流
から下流の流れの緩やかな砂泥や砂礫底で、抽水植物や水草、石の影に隠れ
て生活する。基本的に純淡水域を好み、海水の影響を強く受ける場所にはあ
まり出現しない。最大で全長 25 cmに達する。体は一様に褐色だが、生時は
背面がクリーム色を呈することがあり、体色の変化が激しい。同属他種とよ
く似るが、本種は体が細長いこと、頭部腹面に白色斑が散在することなどで
識別される。本種は本調査では採集されておらず、高尾野川からは下流域か
ら 1標本（KAUM–I. 140455, 体長 113.1 mm）が得られているのみであるため、
高尾野川における個体数は多くないと考えられる。（古𣘺）



FISHES90

魚

類

KAUM–I. 142593, 体長 44.2 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142592, 体長 45.2 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142596, 体長 34.2 mm, 高尾野町

ハゼ科 マハゼ属

マハゼ
Acanthogobius flavimanus (Temminck & Schlegel 1845)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　国内では北海道から鹿児島県本土と種子島にかけての沿岸・汽水域の砂泥
底に生息する。体側に淡褐色斑を有し、背鰭と尾鰭に明瞭な点列がある。寿
命は 1–2年であるが、体長 20 cmに達する。高尾野川河口からは 5月に最大
45 mm、6月に 48 mm、7月に 61 mm、8月に 81 mmの個体が採集された。（原口）



魚

類

91FISHES

KAUM–I. 142634, 体長 43.9 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140029, 体長 48.0 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140043, 体長 23.0 mm, 高尾野町

ハゼ科 マハゼ属

アシシロハゼ
Acanthogobius lactipes (Hilgendorf 1879)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　国内では北海道から鹿児島県本土までの淡水から汽水域、沿岸に広く分布
する。同属のマハゼと似るが、本種は頭部が小さいこと、頬や鰓蓋に鱗がな
いことなどによって識別される。また、成長すると体側に複数の淡色横線が
発現し、オスは第 1背鰭棘が糸状に伸びることが特徴。高尾野川水系では、
2014年 8–9月の調査ではまったく確認されなかったが、2019–2020年の 3–6
月の調査では多くの個体が採集された。（原口）



FISHES92

魚

類

KAUM–I. 140023, 体長 36.6 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142356, 体長 38.3 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140024, 体長 28.7 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142646, 体長 29.1 mm, 高尾野町

ハゼ科 キララハゼ属

ツマグロスジハゼ
Acanthogobius sp.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　秋田県と宮城
県以南の琉球列
島を含む日本全
域に分布する。
内湾や河口干潟
の砂泥底などに
生息し、テッポ
ウエビと共生す
ることもある。
体側中央下に暗
色斑が並び周辺
に青色点が散在
すること、腹鰭
の中央先端が黒いこと、および尾鰭基底下部に斜めの赤色線があることから
同属他種と識別される。夏期にテッポウエビの巣穴の中や貝殻の下などに産
卵する。スジハゼの仲間はこれまでスジハゼ A、スジハゼ B、スジハゼ Cと
区別されていたが、2013年にスジハゼ Aに対して標準和名ツマグロスジハゼ
が提唱された。（原口）



魚

類

93FISHES

KAUM–I. 140016, 体長 40.3 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142591, 体長 51.1 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140185, 体長 49.5 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140184, 体長 50.1 mm, 高尾野町

ハゼ科 タビラクチ属

タビラクチ
Apocryptodon punctatus Tomiyama 1934

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   絶滅危惧 II 類
鹿児島 Red List   絶滅危惧 I 類

　鳥取、島根、および沖縄の 3
県を除く西日本の沿岸に分布し、
鹿児島県内では高尾野川水系か
らのみ記録されている。還元状
態ではない砂泥～泥質の干潟に生息しており、テッポウエビ類の生息孔を利
用していると考えられている。体長は最大 8 cm程度。大きく平に広がる口と
頭頂部に位置する眼によってカエルの顔のようにみえるのが特徴。産卵が直
接観察されたことがないなど、生態には不明な点が多い。人間活動による干
潟の減少や環境悪化に伴い生息地が局所化しており、絶滅が危惧されている。
本調査では砂泥干潟のマングローブテッポウエビやテッポウエビの生息孔の
ほか、アカエイの摂餌痕と考えられる窪みからも採集された。（中川）



FISHES94

魚

類

KAUM–I. 142605, 体長 36.6 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142607, 体長 32.1 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142606, 体長 30.6 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142637, 体長 29.3 mm, 高尾野町

ハゼ科 アゴハゼ属

ドロメ
Chaenogobius gulosus (Sauvage 1882)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　鹿児島県では薩摩半島、
鹿児島湾、甑島、および
種子島から記録されてい
る。胸鰭上部に遊離軟条
があることでよく似るウ
キゴリ属魚類と異なる。
本種は同属のアゴハゼと
比較して、胸鰭と尾鰭に
明瞭な黒色点列がないこ
と、尾鰭の後縁が白く縁
取られること、および体
長 15 cm程度に達するこ
と（アゴハゼは 7 cm程度）によって識別される。本調査では 3–4 cm程度の
幼魚が河口付近で採集された。（中川）



魚

類

95FISHES

KAUM–I. 142608, 体長 22.6 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142636, 体長 26.4 mm, 高尾野町

KAUM–I. 131549, 体長 22.1 mm, 奄美市住用町

ハゼ科 クロコハゼ属

クロコハゼ
Drombus sp.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　南方系の種であり、
日本、台湾、香港、
海南島、およびシン
ガポールから記録さ
れている。国内の分
布は 2000年頃までは
和歌山県以南の太平
洋沿岸に限られていたが、2004年には静岡県、2007年には神奈川県、2016
年には千葉県でそれぞれ初めて記録されており、分布が北上傾向にある。鹿
児島県では本土、種子島、屋久島、奄美大島、および徳之島から記録されて
いる。河口域や内湾に生息し、転石や枯れ葉が堆積した泥底や砂泥底でよく
みられる。体長は最大 6 cm程度。体が一様に黒褐色で、胸鰭基底上部に白色
～黄色斑をもつ。やや似るクモハゼ類の小型個体とは、胸鰭に遊離軟条がな
いことで識別される。クロコハゼに対応する学名は長らく未確定のままであ
り、分類学的研究が必要である。本調査では河口域のカキ殻が混じる砂泥底
から、体長 2–3 cmの個体が採集された。（中川）



FISHES96

魚

類

KAUM–I. 142357, 体長 29.3 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140032, 体長 29.2 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140033, 体長 17.7 mm, 高尾野町

ハゼ科 ヒモハゼ属

ヒモハゼ
Eutaeniichthys gilli Jordan & Snyder 1901

IUCN Red List　―
環境省 Red List   準絶滅危惧
鹿児島 Red List   準絶滅危惧

　青森県から西表島にかけて分布し、九州では普通にみられるハゼ科魚類。
河口域や内湾の砂泥底に生息し、干潟に生息する甲殻類の巣穴を生息場や産
卵場として利用する。全長は 5–7 cm程度で、ひものように細長い体がミミズ
ハゼ属魚類に似るが、背鰭が 2基であることで大きく異なる。体側に吻端か
ら尾鰭後端にかけて黒色縦帯をもつが、生息する砂や泥の色によって濃淡に
差がある。西表島産の個体群と九州以北の個体群は遺伝的に異なることが明
らかとなっており、前者は両背鰭間の間隔が狭いことや体側の黒色縦帯が途
切れることで後者と区別される。高尾野川では河口域での曳網で多く採集さ
れた。（渋谷）



魚

類

97FISHES

KAUM–I. 140235, 体長 48.3 mm, 高尾野町

ハゼ科 ヒメハゼ属

ヒメハゼ
Favonigobius gymnauchen (Bleeker 1860)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 142638, 体長 37.4 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142639, 体長 36.5 mm, 高尾野町

　国内では北海道から琉球列島まで分布
する。河口域や沿岸域の干潟やアマモ場に
生息する。最大で全長 10 cm。オスの頬は
黒くなり、第 1背鰭第 2棘は糸状に伸長す
る。人の気配に気づくと、素早く逃げて砂
や泥の中に潜る。（赤池）

ヒメハゼがつくる放射線状の溝

ヒメハゼ属魚類のうちヒメハゼ、ミナミヒ
メハゼ、クロヒメハゼの 3種は貝殻や陶器
の破片などの基質を中心にして周りに放
射状の溝があるミステリーサークルのよ
うな巣をつくり、巣の中心に産卵すること
が知られています。本調査においても高尾
野川の河口域の前浜干潟においてヒメハゼ
が作ったとみられる巣が複数確認されまし
た。巣の中心部にはカキの殻や二枚貝、落
ち葉などが埋められています。

KAUM–I. 140236, 体長 34.9 mm, 高尾野町



FISHES98

魚

類

KAUM–I. 142603, 体長 30.1 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142651, 体長 26.6 mm, 高尾野町

ハゼ科 ヒメハゼ属

ヒメハゼ属の一種
Favonigobius sp.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 129982, 体長 39.0 mm, 鹿児島市下荒田

　全長は最大で 4 cmほど。ヒメハゼ（p. 97）は背鰭と臀鰭軟条数が 9であり、
尾鰭基底部の黒色斑が二又するのに対し、本種はそれぞれ 8、黒色斑が丸い
ことから容易に識別される。また、よく似るミナミヒメハゼは第 1背鰭の黒
色斑が前方にあり、背鰭前方鱗数が 0–4であるのに対し、本種は黒色斑が後
方にあり、鱗数は 7–9である（本調査で得られた個体に基づく）ことから識
別される。高尾野川の干潟ではヒメハゼの個体数と比べて本種は少なかった。
鹿児島県本土では高尾野川以外でも複数の地点で本種に同定される個体が確
認されており、本種は鹿児島県本土に広く分布するものと考えられる。（赤池）



魚

類

99FISHES

KAUM–I. 140191, 体長 103.7 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140015, 体長 40.3 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140192, 体長 54.3 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140017, 体長 39.3 mm, 高尾野町

ハゼ科 ウロハゼ属

ウロハゼ
Glossogobius olivaceus (Temminck & Schlegel 1845)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　鹿児島県内では本土全域と
種子島に分布し、高尾野川にも
多く生息する。河口域の泥・砂
泥底を好み、成魚は石や木など
の障害物の影に隠れているこ
とが多いが、幼魚は障害物がな
いところでもみられる。干潮時
には干潟上の転石下からもみ
つかる。全長 20 cmに達する。
体は褐色で、体側に大きな黒色
斑が並ぶ。採集直後の成魚は
黒ずんでいることが多く、幼魚
は反対に薄い色を呈することが多い。産卵期は夏で石の下に卵を産み付ける。
（古𣘺）



FISHES100

魚

類

KAUM–I. 140250, 体長 48.9 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142793, 体長 28.3 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140036, 体長 16.5 mm, 高尾野町

ハゼ科 ウキゴリ属

ビリンゴ
Gymnogobius breunigii (Steindachner 1880)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　北海道から九州に
かけて広く分布す
る。鹿児島県内では
本土と種子島に分布
し、北薩地域から薩
摩半島西岸と鹿児島
湾奥部では多産する。河口域や
汽水湖の砂泥底に生息する。最
大でも全長 7 cmほど。成熟し
たメスには婚姻色が現れ、背鰭、
腹鰭、および臀鰭が黒色を呈し、
体が黒ずむ。本種の幼魚はマハ
ゼ（p. 90）の幼魚に似るが下顎が上顎より突出することで区別される。産卵
期は春で、アナジャコ類やゴカイ類が掘った穴の中に産卵する。本種の特徴
的な和名は福岡県博多で使われていた呼称に由来する。（古𣘺）



魚

類

101FISHES

KAUM–I. 124495, 体長 75.6 mm, 南さつま市笠沙町

KAUM–I. 129873, 体長 29.1 mm, 鹿児島市喜入町

KAUM–I. 75485, 体長 97.4 mm, 長崎市三重町

ハゼ科 ウキゴリ属

スミウキゴリ
Gymnogobius petschiliensis (Rendahl 1924)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　北海道から九州にかけて
広く分布する。鹿児島県内
では本土と大隅諸島に分布
する。河川中流域から河口
域のやや流れのある砂泥底
に生息する。小河川では上流域まで出
現することがある。幼魚は小規模な群
を作り、水底から少し離れたところで
浮遊生活をするが、成長に伴い底生生
活に移り単独で行動する。全長 15 cm
に達する。産卵期のメスは腹部が黄色
くなる。ウキゴリとよく似るが本種は
第 1背鰭後端に黒色斑がないことや口
裂が小さいことで区別される。（古𣘺）

シマウキゴリ、スミウキゴリ、ウキゴリの 3
種は元々 1種と認識されており、それぞれウ
キゴリの中流型、汽水型、淡水型と呼ばれて
いました。シマウキゴリは北日本に、他の 2
種は沖縄県を除く日本各地に広く分布し、生
息地も重複します。ただし、鹿児島県ではウ
キゴリの生息地は限られ、スミウキゴリに比
べるとみかける機会は少ない。3種とも両側
回遊という海と川を行き来する生活史をもち
ますが、ウキゴリには一生を淡水で過ごす陸
封型の個体群もいます。



FISHES102

魚

類

KAUM–I. 142614, 体長 33.7 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140039, 体長 30.5 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142614, 体長 32.6 mm, 高尾野町

ハゼ科 ウキゴリ属

クボハゼ
Gymnogobius scrobiculatus (Takagi 1957)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   絶滅危惧 IB 類
鹿児島 Red List   絶滅危惧 I 類

　日本固有種で、静岡県および福井県以西から九州にかけて分布する。鹿児
島県内では出水地方、南さつま市大浦川、鹿児島湾、および屋久島から記録
されている。河口域の砂泥から砂礫底に生息し、アナジャコ類が掘った穴に
隠れて生活する。産卵期は春で、ビリンゴ（p. 100）やチクゼンハゼ（p. 103）
と同じくアナジャコ類の巣穴に産卵するが、本種はより上流側の巣穴に産卵
する傾向がある。全長 4 cmほどの小型種。上顎は下顎より突出し、体は褐色
で体側下部に茶褐色の横帯がある。本調査において大量の標本が得られてい
ることから、高尾野川河口は本種にとって好適な環境であると考えられる。
（古𣘺）



魚

類

103FISHES

KAUM–I. 140038, 体長 23.2 mm, 高尾野町

KAUM–I. 143018, 体長 16.4 mm, 高尾野町

KAUM–I. 129865, 体長 27.9 mm, 鹿児島市喜入町

ハゼ科 ウキゴリ属

チクゼンハゼ
Gymnogobius uchidai (Takagi 1957)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   絶滅危惧 II 類
鹿児島 Red List   準絶滅危惧

　日本固有種で、琉球列
島を除く日本各地に分布
する。鹿児島県内では出
水地方、薩摩半島西岸、
鹿児島湾、および志布志湾に分布する。河口域の砂底から砂礫底に生息し、
スナモグリ類やアナジャコ類が掘った穴に隠れて生活する。産卵は春にビリ
ンゴ（p. 100）と同所的に行われるが、ビリンゴが利用しない小さなアナジャ
コ類の巣穴で産卵する。クボハゼ（p. 102）より砂質の干潟を好み、干潟のタ
イドプールや澪筋にもよくみられる。全長 3 cmほどの小型種。上顎は下顎よ
り突出し、下顎に 1対の肉質皮弁をもつことが特徴。体は薄いクリーム色で、
体側に細長い黒色斑が並ぶ。採集直後は透明感が強く白っぽい。（古𣘺）



FISHES104

魚

類

KAUM–I. 140011, 体長 41.5 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140012, 体長 40.7 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140013, 体長 37.1 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140014, 体長 40.3 mm, 高尾野町

ハゼ科 シロウオ属

シロウオ
Leucopsarion petersii Hilgendorf 1880

IUCN Red List　―
環境省 Red List   絶滅危惧 II 類
鹿児島 Red List   絶滅危惧 II 類

　日本国内において
は北海道から鹿児島
県本土にかけての河
口～沿岸域に生息す
る。和名のよく似た
シラウオ（p. 61）と同様に食用とされる。2020年 3月の調査では手網などの
採捕方法により数多く採集されたが、本種の高尾野川における生息状況を詳
しく把握するためには継続的な調査が必要である。本種は半透明で細長い体
をもつことでシラウオと互いに似るが、脂鰭をもたない、腹鰭が吸盤状で胸
鰭基底の直下に位置するなどの特徴から容易に識別される。（和田）
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KAUM–I. 140204, 体長 43.7 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140203, 体長 45.5 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140201, 体長 59.8 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140202, 体長 39.6 mm, 高尾野町

ハゼ科 ミミズハゼ属

ミミズハゼ
Luciogobius guttatus Gill 1859

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　国内では北海道から鹿児島県本土と大隅諸島にかけて広く分布する、体長
5 cmほどの細長いハゼ。干潮時はほとんど淡水になるような汽水域の転石下
や礫中からみつかる。体色はよく変化し、掲載写真よりも明るい色を呈する
ことがある。よく似た種にミナミヒメミミズハゼとイソミミズハゼがいる。
前者は主に琉球列島に分布する。イソミミズハゼは高尾野川にも生息するが、
より塩分濃度が高い環境に生息し、高尾野川調査では 2種が同所的にみつか
ることはなかった。ミミズハゼはイソミミズハゼと比較して、背鰭基部後端
と下尾骨後端を通る垂線間の水平長が背鰭基底長より長いことで、短いイソ
ミミズハゼと識別される。（是枝）



FISHES106

魚
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KAUM–I. 140223, 体長 50.2 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140224, 体長 37.9 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140225, 体長 38.3 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140246, 体長 43.5 mm, 高尾野町

ハゼ科 ミミズハゼ属

イソミミズハゼ
Luciogobius martellii Di Caporiacco 1948

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　国内では北海道から屋久島にかけて広く分布する、体長 5 cmほどの細長い
ハゼ。汽水域から海域にかけて出現し、汽水域ではやや塩分濃度が高い環境
の転石下などからみつかる。高尾野川調査の中では、海に近い護岸沿いに散
在する転石下から採集された。体色はよく変化し、掲載写真よりも明るい色
を呈することがある。尾鰭は黒色で、透明な縁取りをもつ個体が多い傾向が
ある。鹿児島県本土ではイソミミズハゼに同定された標本に基づく確かな記
録がなく、本書が本種の鹿児島県本土からの初めての記録となる。（是枝）
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KAUM–I. 142410, 体長 27.1 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140025, 体長 24.0 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140124, 体長 23.6 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140222, 体長 20.7 mm, 高尾野町

ハゼ科 アベハゼ属

アベハゼ
Mugilogobius abei (Jordan & Snyder 1901)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　国内では宮城県・新潟県から
種子島にかけて分布する。汽水
域でよくみられる。全長 5 cm
ほど。頭が丸く、体の後半に 2
本の縦帯があることが特徴。同
属のイズミハゼは体の後半に横
帯があることで区別される。し
かし、両種の分布の境界となる
上甑島や種子島ではイズミハゼ
のミトコンドリア DNAをもつ
ものの、両種の中間的な模様を
呈する個体が確認されている。（赤池）
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ハゼ科 ノボリハゼ属

ノボリハゼ
Oligolepis acutipennis (Valenciennes 1837)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 134371, 体長 46.8 mm, 奄美市住用町

KAUM–I. 132496, 体長 46.8 mm, 大島郡瀬戸内町

KAUM–I. 144643, 体長 41.1 mm, 大島郡瀬戸内町

　国内では千葉県以南
の太平洋沿岸、五島
列島以南の東シナ海沿
岸、琉球列島に分布す
る。鹿児島県では上甑
島および鹿児島本土か
ら薩南諸島にかけて分布する。鹿児島本土で採集されることは稀であり、黒
潮により輸送された無効分散の可能性がある。本調査では確認されなかった
が、鹿児島大学総合研究博物館に高尾野川水系から採集された 2標本（KAUM–
I. 140461, 体長 25.8 mm, KAUM–I. 140462, 体長 22.0 mm）が保管されている。
本種は同属であるクチサケハゼと似るが、眼下にかかる黒色横帯が細く、口
角部に接することや、口が小さく、眼の後縁を越えないことにより識別され
る。本種の和名は第 1背鰭の鰭条が伸長し、長く大きいことから、幟旗にみ
えることに由来する。（赤池）



魚

類

109FISHES

トビハゼの皮膚の構造はひじょうに特殊
で、表皮は 3つの層構造で形成されてい
ます。この内、2つの層はトビハゼが陸
上で生活するのに重要な役割を果たしま
す。一番外側の層は老化した細胞と新し
い細胞が常にあって、頻繁に新しい表皮
（細胞）になります。真中の層はほとんど
中空の細胞で構成されていて、いずれも
皮膚を乾燥や紫外線から守る働きがある
と考えられています。

ハゼ科 トビハゼ属

トビハゼ
Periophthalmus modestus Cantor 1842

IUCN Red List　―
環境省 Red List   準絶滅危惧
鹿児島 Red List   絶滅危惧 II 類

KAUM–I. 140020, 体長 32.0 mm, 高尾野町 KAUM–I. 140022, 体長 33.3 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142360, 体長 57.9 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142414, 体長 67.4 mm, 高尾野町

　干潟での生活に特化した小型のハゼで、千葉県以南の日本各地に分布する。
上方に大きくとび出た眼が特徴で、名前のとおり、鰭を使ってピョンピョン
と跳ねる。トビハゼは第 1背鰭の先端が
やや丸く、縁に明瞭な黒色帯がないこと
で近縁のミナミトビハゼと識別される。
特殊な代謝方法に加え、皮膚呼吸するこ
とができ、陸上でも生活することができ
る。6–8月にオスが泥中に巣穴を作り、
鰭を大きく広げ求愛のジャンプをするこ
とで、メスを呼び込み産卵する。（藤原）
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KAUM–I. 140100, 体長 19.3 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142412, 体長 17.4 mm, 高尾野町

ハゼ科 スナゴハゼ属

マサゴハゼ
Pseudogobius masago (Tomiyama 1936)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   絶滅危惧 II 類
鹿児島 Red List   準絶滅危惧

　河口域でみられるハゼの仲間では比較的小型で、最大全長は 3 cmほど。丸
く突出した吻と細長い円筒形の体をしていることが特徴。日本国内では宮城
県以南の太平洋沿岸、瀬戸内海沿岸、福井県以南の日本海沿岸、種子島、奄
美大島、沖縄島に分布する。同属のスナゴハゼと比較して、本種は体高が低
いことや第 1背鰭に黒色斑がないことから容易に識別される。高尾野川河口
は本種の生息に適しているようで、本調査でもかなりの個体数（200個体以上）
が確認された。（赤池）
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ハゼ科 ヒナハゼ属

ヒナハゼ
Redigobius bikolanus (Herre 1927)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 142809, 体長 26.3 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140042, 体長 20.0 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140197, 体長 21.8 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142622, 体長 25.8 mm, 高尾野町

　国内では東京湾か
ら琉球列島にかけて
分布する小型のハゼ
の仲間で、体長は最
大で 4 cm 程度。高
尾野川河口からは 9
個体（体長 14.1–26.3 
mm）が採集された。
抽水植物の根や落ち
葉が堆積するような
水のよどんだ場所で
よくみられる。頭が
丸いこと、体が太短
いこと、および体側
に黒色斑が並ぶこと
から高尾野川河口で
みられる他のハゼ科
魚類と容易に識別可
能。オスの成魚は第
1背鰭が伸長し、頭
と口が大きく、下顎
の後端が眼の後縁を
越える。（赤池）



FISHES112

魚

類

KAUM–I. 142808, 体長 46.7 mm, 高尾野町

ハゼ科 ヨシノボリ属

ゴクラクハゼ
Rhinogobius similis Gill 1859

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　鹿児島県では上甑
島および鹿児島県本
土から薩南諸島にか
けて広く分布し、河
口から中流域の砂礫
底でよくみられる。
本調査では高尾野川の干潟ではみられず、周辺の水路で確認された。本種は
吻が長いこと、眼の直後まで鱗があること、頬に褐色のミミズ状斑があるこ
と、吻部に赤色線がないこと、および体側の中央に黒色斑と青光りする斑が
あることなどが特徴。体長 10 cmに達する。繁殖期のオスの鰭は赤みを帯び、
背鰭には赤色に縁取られた黄色帯がある。高尾野川の上流・中流域には、本
種の他にオオヨシノボリ、ルリヨシノボリ、シマヨシノボリ、およびトウヨ
シノボリが確認されている。（赤池）

KAUM–I. 39076, オス , 体長 73.0 mm, 熊毛郡南種子町

KAUM–I. 134365, オス , 体長 55.8 mm, 奄美市住用町
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KAUM–I. 140182, 体長 87.5 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140181, 体長 112.7 mm, 高尾野町

KAUM–I. 142598, 体長 37.4 mm, 高尾野町

ハゼ科 チワラスボ属

チワラスボ
Taenioides snyderi Jordan & Hubbs 1925

IUCN Red List　―
環境省 Red List   絶滅危惧 IB 類
鹿児島 Red List   絶滅危惧 II 類

　主に西日本に分布する体長 15 cmほどの細長いハゼの仲間。一見ハゼには
みえない形態をしているが、多くのハゼ同様に腹鰭は吸盤状で壁に張り付く
ことができる。採集直後は暗い赤～赤紫系の体色を呈することが多いが、色
彩は可逆的に変化し、明るいピンク色を呈する個体もいる。普段は汽水域に
堆積した軟らかい砂泥や泥に穴を掘って潜っており、みつけづらいが、チワ
ラスボが作る頂端が窪んだ塚を探すとみつけやすい。基本的に環境の良い干
潟にしか生息せず、高尾野川のように高密度で生息する環境は限られている。
（是枝）

チワラスボがつくる中央が窪んだ塚採集時のチワラスボ
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KAUM–I. 140188, 体長 61.5 mm, 高尾野町

ハゼ科 チチブ属

ヌマチチブ
Tridentiger brevispinis Katsuyama, Arai & Nakamura 1972

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 89463, 体長 49.2 mm, 鹿児島市和田

KAUM–I. 150073, 体長 73.5 mm, 須崎市浦ノ内

　北海道から九州の日
本各地に分布し、鹿児島
県でも本土各地で記録
されている。河川の中・
下流域に生息し、河口域
から内湾に生息するチ
チブとは同一河川内で
棲み分けている。孵化仔魚が海へ下り、稚魚期に河川を遡上する両側回遊魚
であるが、しばしば陸封される。汽水湖などではチチブとの交雑が起きてお
り、これまでに両種間で何度も遺伝子交流が起こったと考えられている。体
長は最大 15 cm程度。チチブによく似るが、頭部の白点が散在すること、胸
鰭基部の黄色横帯の中に橙色の線があること、メスは第一背鰭の棘条が伸び
ないことなどで識別される。（中川）
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KAUM–I. 140189, 体長 48.1 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140186, 体長 64.1 mm, 高尾野町

ハゼ科 チチブ属

チチブ
Tridentiger obscurus (Temminck & Schlegel 1845)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM–I. 140190, 体長 42.3 mm, 高尾野町

　北海道から九州の沿岸域と
種子島に分布する。河口域から
内湾に多く生息する。高尾野
川河口でもよくみられる。ヌ
マチチブより塩分濃度が高い
ところを好む。ヌマチチブと
の比較は前ページに記載。（中
川）
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KAUM–I. 142632, 体長 46.9 mm, 高尾野町

KAUM–I. 129882, 体長 48.9 mm, 鴨川市江見

ハゼ科 チチブ属

アカオビシマハゼ
Tridentiger trigonocephalus (Gill 1859)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　北海道から九州の沿
岸域に分布し、鹿児島
県では本土からのみ記
録がある。内湾に生息
し、シモフリシマハゼ
より塩分濃度が高い場

所を好む。体長は最大 10 cm程度。臀鰭に和
名の由来である 2本の赤色縦帯があることで
シモフリシマハゼと識別される。船舶のバラ
スト水が原因と思われる移入が北米西岸や
オーストラリア東岸、黒海、地中海などで記
録されている。本調査では高尾野川河口の底
に小石やカキ殻が溜まった場所で採集され
た。（中川）

1989年にアカオビシマハゼとシモフリ
シマハゼの和名がそれぞれ新しく提唱
されるまで、長らく両種は区別されず
にシマハゼとして扱われていました。
和名を提唱した論文の筆頭著者は明仁
（執筆当時は皇太子、出版時は天皇）で、
現在の上皇陛下はハゼ科魚類の分類学
者としてこのほかにも新種記載などの
論文を多数執筆しています。

KAUM–I. 144858, 体長 25.8 mm, 高尾野町
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タイワンドジョウ科 タイワンドジョウ属

カムルチー
Channa argus (Cantor 1842)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

外来

KAUM–I. 117153, 体長 352.0 mm, 薩摩川内市高江町

KAUM–I. 132019, 体長 609.0 mm, 薩摩川内市網津町

KAUM–I. 144839, 体長 460.5 mm, 高尾野町

　ユーラシア大陸東部原産で、日本には 1920年代に持ち込まれた。国内では
北海道から九州にかけて広く分布しており、鹿児島県においては北薩地域の
河川の下流域や隣接する水路に生息する。上鰓器官による空気呼吸を行うこ
とや冬季は泥や水草に潜り込み越冬すること、親が産卵巣や仔稚魚を保護す
ることなど他の日本産淡水魚にはあまりみられない生態をもつ。タイワンド
ジョウ科魚類は原産地（特に東南アジア）では重要な食用魚として広く流通
している。本科魚類は国内からカムルチーの他にタイワンドジョウとコウタ
イ（ともに国外外来種）が記録されているが、鹿児島県にはカムルチーのみ
が分布する。本調査では高尾野町周辺河川のヒシが繁茂している地点で採集
された。（中村）
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KAUM–I. 142601, 体長 40.9 mm, 高尾野町

ヒラメ科 ヒラメ属

ヒラメ
Paralichthys olivaceus (Temminck & Schlegel 1846)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　オホーツク海から南シナ海にかけて分布し、鹿児島県からは本土全域と大
隅諸島から記録されている。両眼が体の左側にあり、口が大きく、歯も鋭い
のが特徴。体長 1 m程にまで成長する。夜行性で、日中は砂中に潜っている
ことが多い。水深 20 m程の浅瀬で 3–7月に産卵。稚魚はふつうの魚のよう
に体の両側に眼があり、着底時には右体側の眼が左体側に移動する。幼魚で
は小型の甲殻類や魚類を捕食し、成長するにつれて魚食性が強くなる。成長
は比較的早く、3年程で成魚になる。ひじょうに美味な魚で、ヒラメ・カレ
イ類の中で最も高値で取引される。養殖もさかんに行われており、鹿児島県
は特に生産量が多い。（藤原）
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KAUM–I. 97548, 体長 158.4 mm, 南さつま市笠沙町

KAUM–I. 118371, 体長 30.3 mm, 日置市東市来町

ギマ科 ギマ属

ギマ
Triacanthus biaculeatus (Bloch 1786)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　体は銀色で側扁
し、第 1背鰭第 1棘
と腹鰭棘が長く強靭
である。体表はカワ
ハギのようにザラザ
ラしているが、粘液
を出すため滑りやす
い。日本には 1属 1
種のみが生息し、本
土の定置網等で漁獲
される。琉球列島に
は分布しない。幼魚
は沖合で流れ藻につ
き、成魚は内湾性の
アマモ場など汽水域に集団で出現することもある。高尾野川水系からは 1個
体が採集されており、鹿児島大学総合研究博物館に登録（KAUM–I. 140482, 
体長 20.7 mm）されている。胸鰭や背鰭、臀鰭を振って遊泳するフグ科魚類
と異なり、アジやサバのように尾鰭を振って泳ぐことが特徴的。鹿児島では
角（棘）のある魚という意味で「つのこ」とも呼ばれる。（松岡）
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類

KAUM–I. 142609, 体長 15.5 mm, 高尾野町

KAUM–I. 79348, 体長 226.0 mm, 奄美市笠利町

フグ科 モヨウフグ属

サザナミフグ
Arothron hispidus (Linnaeus 1758)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

毒

　サンゴ礁域やその周辺の砂底に単独でみられ、幼魚は汽水域にも侵入する。
鹿児島本土南部では成魚が周年観察される。筋肉と皮膚に毒があり、食べる
ことはできない。危険が迫ると水を吸い込んで体を膨らませ抵抗し、その後
水を吐きながら胸鰭、背鰭、臀鰭をバタつかせながら素早く逃げる。幼魚は
濃褐色地に白色や水色の斑点が体全体に散見されるが、成長するにつれ地色
は薄くなり、腹部の白色斑はやがて繋がって縦縞模様がみられるようになる。
さらに成長すると腹部の縞模様も薄くなり白色となる。（松岡）
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KAUM–I. 140009, 体長 53.9 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140135, 体長 100.3 mm, 高尾野町

KAUM–I. 140136, 体長 49.8 mm, 高尾野町

フグ科 トラフグ属

クサフグ
Takifugu alboplumbeus (Richardson 1845)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

毒

　背は緑色に近い褐色
で細かい白色斑が散在
し、胸鰭上後方にやや
大きな 1黒色斑がある。
雑食で貝類や甲殻類な
どをくちばし状の非常
に強い歯で容易にかみ
砕いて食べる。初夏の
大潮前後の満潮時に転石海岸に集団で押し寄せて産卵する。鹿児島県では阿
久根市脇本が産卵地として有名。日本近海では北海道南西岸から九州の沿岸
域まで広く分布し、河口に繋がる内湾に多い。砂地に体をうずめて眼だけを
出して隠れる様子が観察される。強毒があり食用には適さない。（松岡）
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魚

類

KAUM–I. 142628, 体長 14.3 mm, 高尾野町

KAUM–I. 91094, 体長 147.6 mm, 南さつま市笠沙町

フグ科 トラフグ属

ヒガンフグ
Takifugu pardalis (Temminck & Schlegel 1850)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

毒

　胸鰭基部より
背面は黄色味を
帯びた褐色で大
小多数の褐色斑
が散在する。腹
部は白色。目が
赤いことからア
カメフグと呼ぶ
地域もあるが、標準和名アカメフグとは別種。身はトラフグに次いで美味し
いとされるが、地域や部位によっては猛毒をもつため素人の調理は厳禁。種
小名の pardalisはラテン語でヒョウの意味。体表のまだら模様からその名が
ついたと考えられる。和名のヒガンは彼岸の頃に沿岸に押し寄せ集団産卵を
行うことに由来するとされる。（松岡）

KAUM–I. 75488, 体長 53.6 mm, 長崎市三重町
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甲殻類
是枝伶旺・古𣘺龍星（編）
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口脚目 ヒメシャコ科

ヒメトラフシャコ
Acanthosquilla multifasciata (Wood-Mason 1895)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1106, 体長 41.7 mm, 高尾野町

KAUM-AT 1102, 体長 37.8 mm, 高尾野町

　紅海からハワイに分布し、国内において
は千葉県館山から九州北部にかけての散発
的な記録のみが知られる。体長 50 mmほど。
ヒメシャコ科は国内から 6種が記録されてい
るが、本種は額板の基部が幅広いこと、尾節
背面に後方へ向かう 5棘をもつこと、および
第 6腹節後側縁は鋭く尖ることなどから識別
される。体は黄色味を帯びた白色半透明で、
体背面には黒から暗褐色の横帯をもつ。高尾
野川調査では 2標本が採集された。いずれの
個体も高尾野川河口の前浜干潟に開孔した
直径 1 cmほどの巣穴からみつかった。広い
分布域に反して本種の記録は少なく、本報告がヒメトラフシャコの鹿児島県
および八代海からの初記録となる。（是枝）
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端脚目 ワレカラ科

ワレカラ科未同定種
Caprellidae, undetermined genus and species

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1129, 体長 12.0 mm, 高尾野町

等脚目 スナウミナナフシ科

スナウミナナフシ科未同定種
Paranthuridae, undetermined genus and species

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1073, 体長 9.5 mm, 高尾野町

　高尾野川河口に設置された刺網に絡
まったホンダワラ科から採集された。
河川への侵入は偶発的と考えられる。
（是枝）

　高尾野川では
タビラクチ（p. 
93）などの生息
する、同河川内
でも良好な環境
の砂泥質表面か
ら 4標本が採集された。南九州のウミナナフシ類は十分に調査されていない。
（是枝）
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等脚目 エビヤドリムシ科

マドカアナジャコヤドリムシ
Gyge ovalis (Shiino 1939)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

等脚目 フクロムシ科

フクロムシ科未同定種
Sacculinidae, undetermined genus and species

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 859–860, 体長 3.6–11.1 mm, 高尾野町

KAUM-AT 1138, 高尾野町

　宮城県、茨城県、瀬戸
内海、および宮崎県など
から記録がある。ヨコヤ
ア ナ ジ ャ コ（KAUM-AT 
849）の鰓室から雌雄が
採 集 さ れ た（KAUM-AT 
859, メス , 体長 11.1 mm；
KAUM-AT 860, オ ス , 3.6 
mm）。アナジャコ、ナル
トアナジャコ、およびヨ
コヤアナジャコへの寄生
が知られる。本報告が本
種の鹿児島県初記録とな
る。（是枝）

　高尾野川では
前浜干潟の転石
下からみつかっ
たイソガニの腹
節にフクロムシ
科のエキステル
ナが観察された。
イソガニに寄生
する種にはウン
モンフクロムシ
などが知られる
が、種同定には
解剖する必要が
ある。（是枝）
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等脚目 コツブムシ科

コツブムシ科未同定種
Sphaeromatidae, undetermined genus and species

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1036, 体長 8.6 mm, 高尾野町

　高尾野川河口に設置した刺網に絡
まった落ち葉や流木などのごみの中か
ら 1標本が採集された。この標本以外
に本種は採集されておらず、高尾野川
とその近辺における生息状況は不明で
ある。（是枝）
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等脚目 ヘラムシ科

ヘラムシ科未同定種
Idoteidae, undetermined genus and species

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

アミ目 アミ科

アミ科未同定種
Mysidae, undetermined genus and species

KAUM-AT 854, 体長 12.5 mm, 高尾野町

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1143, 体長 15.0 mm, 高尾野町

　長く伸長
した触角が
特徴的。高
尾野川では
河口域の前
浜干潟での
み確認され
ている。干
出した砂泥
域の窪地に
残った水た
まりを歩い
ていたところを採集した。この標本以外に採集されておらず、高尾野川とそ
の周辺における本種の生息状況は不明である。（是枝）

　河口域に数多くみられた。
砂泥や泥に浅く潜っている姿も観察されている。（是枝）



甲

殻

類

129CRUSTACEANS

十脚目 クルマエビ科

クルマエビ科未同定種
Penaeidae, undetermined genus and species

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1160, 体長 36.0 mm, 高尾野町

KAUM-AT 733, 体長 27.3 mm, 高尾野町

　汽水域から採集された。額角下縁が無歯などの形態的特徴をもつが、属
や種の標徴が未発達であることから同定することができなかった。（是枝）
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十脚目 テナガエビ科

シラタエビ
Exopalaemon orientis (Holthuis 1950)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 779, 体長 32.4 mm, 高尾野町

　国内では北海道から九州に分布し、河口干潟や前浜干潟などの浅海や汽水
域に生息する。河口干潟の中では目の細かい砂泥底に多い。遊泳力が高く、
水面を跳ねるように逃げることがある。体長 70 mmになる。額角は非常に
長く、上方に反り、額角先端は触覚鱗先端を越える。額角前部に額角上縁歯
はなく、後部から頭胸甲上にかけて 6–7歯の歯をもつ。額角下縁歯は 3–6歯
で額角前部に並ぶ。額角基部上縁はトサカ状に盛り上がり、これがトサカエ
ビ属の名前の由来となっている。体色はほぼ白色透明で、触覚が青みを帯び
ることがあるが、死ぬと全体がすぐに白濁する。抱卵した雌の腹部側面には
1–3個の黒色斑がある。有明海では伝統的な漁業であるあんこう網漁（アン
コウの口のような形状の網を用いた漁）で漁獲される。高尾野川河口域では
ヨシ原が形成された干潟のタイドプールや澪筋から採集された。（古𣘺）



甲

殻

類

131CRUSTACEANS

十脚目 テナガエビ科

ミナミテナガエビ
Macrobrachium formosense Bate 1868

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　国内では南日本から琉球列島
に分布し、鹿児島県内ではほぼ
全域に分布する。河川上流から
河口域、湖沼などに生息し、小
河川でもよくみられる。礫底か
ら砂泥底の幅広い環境に適応し、
石や植物などの障害物の下に潜
む。テナガエビ（p. 132）とほぼ同所的に生息するが、本種の方が上流側に出
現する傾向があり、小河川では源流域まで遡上することもある。オスの方が
大型になり、体長 100 mmになる。オスの第 2胸脚はよく発達し、非常に長い。
テナガエビより緑みを帯びており、若齢個体でも体が緑褐色を呈することが
多い。テナガエビとは第 2胸脚のハサミの剛毛は疎らであること、第 3胸脚
の指節は短いこと、頭胸甲側面の 3本の斜線は太く直線的であることから区
別される。高尾野川では河口域に隣接する水路から多数採集された。（古𣘺）

KAUM-AT 1152, 体長 58.8 mm, 高尾野町

KAUM-AT 1153, 体長 55.6 mm, 高尾野町

KAUM-AT 1152, 第 2 胸脚 , 高尾野町
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十脚目 テナガエビ科

テナガエビ
Macrobrachium nipponense (de Haan 1849)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   分布特性上重要

　国内では本州・四国・九州に分布し、
鹿児島県本土が国内の分布の南限であ
る。鹿児島県内では北薩地域に多く、他
地域での出現は稀。河川上流域から河口
域、湖沼などに生息する。同所的にみら
れるミナミテナガエビ（p. 131）より下
流側に出現する傾向がある。オスの方が
大型になり、体長 90 mmになる。成熟したオスは体が緑褐色を呈するが、メ
スや幼体では黄色みを帯びた白色半透明であることが多い。よく似るミナミ
テナガエビとは第 2胸脚のハサミに剛毛が密に生えること、第 3胸脚指節は
細長いこと、頭胸甲側面の 3本の斜線は細く途切れがちで歪であることによ
り区別される。ただし、第 2胸脚のハサミの剛毛は雌や幼体では顕著ではな
いことや頭胸甲の斜線は雄の生体では不明瞭になるため注意が必要。高尾野
川では河口域に隣接する水路から多数採集された。（古𣘺）

KAUM-AT 1144, 体長 84.8 mm, 高尾野町

KAUM-AT 1149, 体長 58.0 mm, 高尾野町

KAUM-AT 1144, 第 2 胸脚 , 高尾野町
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十脚目 スジエビ科

ユビナガスジエビ
Palaemon macrodactylus Rathbun 1902

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　国内では北海道から九州にか
けて分布し、河口域や浅海域の
砂泥底から砂礫底に生息する。
体長 50 mmになる。額角は直
線状で幅広く、額角先端は触覚
鱗先端に達する。額角上縁歯は
10–13歯で、額角下縁歯は 3–5
歯。体は半透明だが、全体に小
さな黒色点が散在するため黒み
を帯びる。頭胸甲に褐色斜線が
数本はいる。腹節に目立つ模様
はないが、抱卵した雌の腹節下
部には短い褐色の斜線が数本は
いる。背中線上に細い淡色縦
線がある。スジエビモドキ（p. 
134）と同所的にみられることが多いが、本種はスジエビモドキより海側に出
現する。ただし、本種は淡水の影響がある場所にしか出現しないため、スジ
エビモドキに比べ適応範囲が狭いと考えられる。高尾野川河口域ではスジエ
ビモドキよりも個体数が少ない。（古𣘺）

KAUM-AT 1162, 体長 25.1 mm, 高尾野町

KAUM-AT 1163, 体長 29.9 mm, 高尾野町
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十脚目 スジエビ科

スジエビモドキ
Palaemon serrifer (Stimpson 1860)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　国内では北海道から九州にかけ
て分布し、河口域や浅海の岩礁域
の砂泥底や砂礫底に生息する。体
長 40 mmになる。額角は直線状
で幅広く、額角先端は触覚鱗先端
に達する。額角上縁歯は 10–11
歯で、額角下縁歯は 2–5歯。体は白色透明で、頭胸甲に褐色斜線が数本はいり、
腹節に目立つ赤褐色の横縞模様がある。生時第 2胸脚のハサミは青色を呈し、
関節部は黄色を呈する。本種とよく似るイソスジエビとは腹節の赤褐色線が
少ないことで、ユビナガスジエビ（p. 133）とは体に黒色点が散在しないこと
で区別される。本種は関東では岩礁域によくみられるが、鹿児島県では岩礁
域だけでなく河口域でも普通にみられる。高尾野川河口域では様々な場所に
みられ、十脚目エビ類の中では優占する。（古𣘺）

KAUM-AT 800, 体長 18.3 mm, 高尾野町

KAUM-AT 1164, 体長 24.8 mm, 高尾野町
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十脚目 テッポウエビ科

テッポウエビ
Alpheus brevicristatus de Haan 1844

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   分布特性上重要

KAUM-AT 829, 体長 35.4 mm, 高尾野町

KAUM-AT 1083, 体長 33.6 mm, 高尾野町

　北海道以南の日
本、台湾、および
香港に分布する。
体 長 40 mm ほ ど。
本種は額角が眼柄
前端を越え、鋭く
尖ること、大鉗脚
は扁平し、不動指
側面が平滑である
こと、および小鉗
脚は指部が掌部の 2倍近く伸長することなどの形態的特徴をもつ。巣穴を掘
るテッポウエビには巣を障害物の下に作る種とそうでない種がいるが、本種
は後者。堆積した砂泥や泥に角度の浅い巣を掘り、ツマグロスジハゼ（p. 92）
をはじめとしたキララハゼ属魚類と共生を行う生態が知られる。高尾野川に
は多数が生息し、ツマグロスジハゼと共に採集されることも多かった。（是枝）
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十脚目 テッポウエビ科

マングローブテッポウエビ
Alpheus sp.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　西部太平洋に分
布し、国内におい
ては西日本から琉
球列島に分布す
る。 体 長 30 mm
ほど。本種は額角
が眼柄前端を越
え、鋭く尖ること、
大鉗脚は扁平し、
不動指側面には凹部があること、長節先端に不動棘をもたないこと、小鉗脚
は指部は掌部より短いこと、第 3–4胸脚の指節はヘラ状であること、および
生時の体背面に細い赤褐色から藍色のバンド模様をもつことなどの形態的特
徴をもつ。テッポウエビ同様に堆積した砂泥や泥に角度の浅い巣を掘る。高
尾野川には多数が生息し、稀にタビラクチ（p. 93）と共に採集された。（是枝）

KAUM-AT 1050, 体長 24.9 mm, 高尾野町

KAUM-AT 824, 体長 25.9 mm, 高尾野町
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十脚目 テッポウエビ科

テッポウエビ属の一種 1
Alpheus sp. E sensu Yoshigo 2009

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　西日本と沖縄から記録のあるテッポウエビ属の一種 Eとされる種に同定さ
れた未記載種。体長 25 mmほど。本種は額角が眼柄前端を越えて鋭く尖るこ
と、大鉗脚は扁平し、不動指側面には凹部があり、長節先端に不動棘をもた
ないこと、小鉗脚の指部は掌部より短いこと、および第 3–4胸脚の指節は爪
状であることなどの形態的特徴をもつ。高尾野川で採集された標本の第 3胸
脚前節の可動指は 7本と少ないが、種内変異とみなした。色彩には変異があり、
やや赤みの強い個体もいる。形態や色彩の似るフトオビイソテッポウエビは、
大鉗脚長節先端に不動棘をもつことで本種と識別される。高尾野川では河口
域の転石下に沿うように掘った巣孔から採集された。（是枝）

KAUM-AT 1051, 体長 22.6 mm, 高尾野町
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　高尾野川河口の前浜干潟に埋没した転石下から 2標本が採集された。体長
20 mmほど。本種は高尾野川にも生息するテッポウエビ属の一種 E（p. 137）
とよく似るが、額角がより細長く尖ること、第 3 歩脚前節の可動棘は 7 本で

1対の棘をもたないこと、および体背面
のバンド模様はやや細い赤褐色である
ことから別種と考えられる。今回の調
査において、本種とテッポウエビ属の
一種 Eは異所的にみられた。テッポウ
エビ科には未記載種を含む形態的特徴
の似る種が多数知られており、種名を
確定させることはできなかった。（是枝）

十脚目 テッポウエビ科

テッポウエビ属の一種 2
Alpheus sp. 2

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1142, 体長 19.3 mm, 高尾野町

干潟でパチン ...パチン ...と聞こえる破裂音
は、テッポウエビの仲間がハサミをかみ合わ
せることで発しています。テッポウエビ科の
コエビ類は、300種以上から構成される非常
に多様な分類群です。軟らかい砂泥や石の下
に巣を掘って暮らす種が多いですが、ほかの
生物の巣を利用する種もいます。簡単な「絵
合わせ」では同定できない種が多いことに加
えて、種内変異の幅がよくわかっていないこ
ともあり、分類学的な問題を抱えた「名無し」
も多い分類群です。
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十脚目 テッポウエビ科

セジロムラサキエビ
Athanas japonicus Kubo 1936

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　琉球列島を含む日本とオーストラリアに分
布する。体長は 10 mmほど。本種は額角が
眼柄前端を越え鋭く伸長するが、眼は露出す
ること、鉗脚の掌部は長く、腕節部より先を
手前に折りたたむことができること、および
体背面は赤から赤紫色で中央に薄い褐色の縦
帯をもつことなどの形態的特徴をもつ。小型
のテッポウエビであり、鉗脚を使って音を出すことはできない。他の生物の
生息孔を利用する生態が知られ、高尾野川調査ではチワラスボ（p. 113）、テッ
ポウエビ（p. 135）、テッポウエビ属の一種 E（p. 137）、ハルマンスナモグリ
（p. 145）、ハサミシャコエビ（p. 147）、およびヨコヤアナジャコ（p. 148）な
どの高尾野川に生息する多くの大型穴居性生物と共に採集された。（是枝）

KAUM-AT 1079, 体長 11.5 mm, 高尾野町

KAUM-AT 833, 体長 7.0 mm, 高尾野町
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十脚目 テッポウエビ科

オトヒメテッポウエビ
Automate dolichognatha de Man 1888

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 927, 体長 12.3 mm, 高尾野町

KAUM-AT 898, 体長 20.1 mm, 鹿児島市喜入町

　東大西洋
を除く熱帯
域 に 分 布
し、国内に
おいては相
模湾から琉
球列島に分
布する。体
長は 20 mmほど。本種は額角が鈍角で非常に小さく、眼柄は露出すること、
鉗脚は左右で不同であること、体背面に赤色の色素をもつことなどの形態的
特徴をもつ。鉗脚を使って音を出すことはできない。本種は薩摩半島におい
て沿岸域にある陸水が滲出する転石下からたまにみつかる。今回の調査では
1標本のみが採集された。この標本は鉗脚が左右とも失われていたため、同
種と考えられる鹿児島湾産標本（KAUM-AT 898）を比較用に掲載した。（是枝）
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十脚目 テッポウエビ科

クボミテッポウエビ
Stenalpheops anacanthus Miya 1997

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　韓国と日本に分布し、国内においては東京湾、三重県、和歌山県、瀬戸内
海、高知、有明海、八代海（熊本県）、および長崎県（福江島）からの記録が
ある。体長 10 mmほど。本種は額角が短いこと、頭胸甲側縁は第 2歩脚付近
で凹むことなどの形態的特徴をもつ。鉗脚を使って音を出すことはできない。
セジロムラサキエビ（p. 139）同様に他種の生息孔を利用する生態が知られる。
高尾野川ではチワラスボ（p. 113）、ハルマンスナモグリ（p. 145）、およびヨ
コヤアナジャコ（p. 148）の生息孔から採集されたが、本種の方が稀。鹿児島
県からの本種の記録はなく、本報告が鹿児島県からの初記録となる。（是枝）

KAUM-AT 831, 体長 11.8 mm, 高尾野町
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　国内では秋田県・茨城県以南から南西
諸島にかけて分布し、鹿児島県内ではほ
ぼ全域に分布する。河川中流から河口域
上部の水草や抽水植物が繁茂した砂底に
生息する。小河川では上流域まで遡上す
る。メスの方が大型になり、体長 34 mm
ほどになる。額角は長く、額角先端は第
1触覚柄部を越える。額角上縁歯は 12–30歯で、額角先端付近に他と離れた
歯を 1–4歯もつ。体は基本的に半透明で、大型のメスでは緑みを帯びる個体
や全体が赤色を呈する個体、黒色を呈する個体がいる。背中線上に淡色縦帯
が出ることもある。頭胸甲には逆八の字状の赤褐色線があるが、個体によっ
ては不明瞭。ツノナガヌマエビによく似るが、本種は額角先端が第 1触覚柄
部を僅かに越えること（ツノナガヌマエビでははるかに越える）、雄の第 1腹
肢内肢に内突起がないこと（内突起がある）、第 6腹節腹面の肛門前方の隆起
に棘がないこと（棘がある）で区別される。高尾野川では河口域に隣接する
水路から本種が多数採集されたが、他のヌマエビ類はみられなかった。（古𣘺）

十脚目 ヌマエビ科

ミゾレヌマエビ
Caridina leucosticta Stimpson 1860

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1048, 体長 26.8 mm, 高尾野町

KAUM-AT 1049, 体長 19.4 mm, 高尾野町
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十脚目 エビジャコ科

エビジャコ属の一種
Crangon sp.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　高尾野川河口の砂底や砂泥底から採集された。体長 30 mmほど。頭胸甲は
やや縦扁する。色彩は変異に富み、薄い灰色の個体から暗褐色の個体までい
る。底質に浅く潜っており、高尾野川ではタモ網で干潟表面を撫でると多数
採集することができた。（是枝）

KAUM-AT 835, 体長 33.3 mm, 高尾野町

KAUM-AT 834, 体長 32.1 mm, 高尾野町 高尾野町
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十脚目 Eucalliacidae 

オトヒメスナモグリ
Calliaxina sakaii (de Saint Laurent & le Loeuff 1979)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1084, 体長 34.9 mm, 高尾野町

　熊本県天草、沖縄島、および西表島からの記録が知られる。体長 35 mmほ
ど。高尾野川では前浜干潟において、泥混じりの環境に開口する 5 mmほど
の巣穴から 1標本が採集された。高尾野川近辺における本種の採集地は大潮
の干潮時にのみ干出するような深場であり、同干潟に多数生息するハルマン
スナモグリはあまり沖合に分布せず、潮間帯中ほどの位置に多いことで対照
的であった。KAUM-AT 1084は額角が鋭く尖ること、触角柄部は第 2触角が
第 1触角より長いこと、頭胸部と腹部が細長いこと、眼柄が内側に向けてや
や尖ること、角膜が眼柄の幅とほぼ同等で大きく、楕円形で先端付近に位置
し、赤褐色を呈すること、鉗脚が左右同大であること、鉗脚の長節下縁に明
瞭な突起をもたないこと、および鉗脚や頭胸甲背面がわずかに桃色を呈する
ことなどから、高尾野川に生息するハルマンスナモグリ（p. 145）や二ホンス
ナモグリ（p. 146）とは容易に識別される。タイプ産地である天草の砂質干潟
は埋め立てにより消失し、琉球列島以外の地域からの報告は存在しないため、
高尾野川河口が九州における現存する唯一の生息地である。本報告がオトヒ
メスナモグリの鹿児島県からの初めての記録となる。（是枝）
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KAUM-AT 844, 体長 36.2 mm, 高尾野町

十脚目 スナモグリ科

ハルマンスナモグリ
Neotrypaea harmandi (Bouvier 1901)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　北海道から琉球列島にかけて
分布する。鹿児島県内における
正確な分布は不明だが、八代海
から鹿児島湾にかけて広く標本
が採集されている。体長 50 mm
ほど。本種は額角が鈍い三角形
をしていること、触角柄部が第
1–2触角でほぼ同長であること、
角膜が眼柄の幅の半分ほどであ
ること、鉗脚が左右不同である
こと、および鉗脚の長節下縁に
は葉状の突起をもつことなどの形態的特徴をもつ。本種は砂質から砂泥底に
Y字の巣を掘って生活する。やや塩分の多い環境を好み、形態の似るニホン
スナモグリ（p. 146）は淡水の影響を強く受ける環境を好むことで棲み分けが
ある。（是枝）

KAUM-AT 1171, 体長 32.5 mm, 汐見町

ハルマンスナモグリの巣
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十脚目 スナモグリ科

ニホンスナモグリ
Neotrypaea japonica (Ortmann 1891)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1002, 体長 32.6 mm, 高尾野町

　ロシア、中国（山東半島）から韓国、日本に分布し、国内においては北海
道から琉球列島に分布する。体長 50 mmほど。本種は額角が丸みを帯びた鈍
い三角形をしていること、触角柄部が第 1–2触角でほぼ同長であること、角
膜が眼柄の幅の 1/5–1/3ほどであること、鉗脚が左右不同であること、鉗脚
の長節下縁に葉状突起をもつことなどの形態的特徴をもつ。本種は淡水の影
響を強く受ける河口域の砂質から砂泥底に巣穴を掘って生活する。高尾野川
では主に干潮時の干潟にできる澪筋付近などからみつかる。ヨコヤアナジャ
コ（p. 148）と同所的にみつかることも多い。（是枝）

左はニホンスナモグリ（KAUM-AT 938, 体長 37.8 mm, 喜入町）、右はハルマンスナモグリ（KAUM-AT 
937, 体長 44.6 mm, 喜入町）の固定標本。眼の大きさが異なる
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十脚目 ハサミシャコエビ科

ハサミシャコエビ
Laomedia astacina de Haan 1841

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1066, 体長 53.9 mm, 高尾野町

KAUM-AT 842, 体長 29.6 mm, 高尾野町

　朝鮮海峡、黄海、日本に分
布し、国内においては福島県
から琉球列島にかけて分布す
る。体長 50 mmほど。本種は
額角が丸みを帯びた三角形で
あること、眼柄が横向きに生
えること、第 2胸脚が棒状で
ハサミにならないこと、鉗脚
が左右対称で軟毛が密生する
ことなどの形態的特徴をもつ。アナエビ下目のスナモグリ科などに似るが、
本種含むハサミシャコエビ科はアナジャコ下目に属し、系統分類学的には大
きく異なる。泥底に複雑な巣を掘って生息し、砂っぽい環境は好まない。巣
を掘ることによる採集は難しいが、埋没した転石や倒木の下にも巣を掘って
いることがあり、その場合は障害物をどかすことで簡単に採集することがで
きる。高尾野川では泥底で多数観察することができた。（是枝）
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十脚目 アナジャコ科

ヨコヤアナジャコ
Upogebia yokoyai Makarov 1938

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   分布特性上重要

KAUM-AT 1068, 体長 55.5 mm, 高尾野町

KAUM-AT 1069, 体長 48.1 mm, 高尾野町

KAUM-AT 849, 体長 51.8 mm, 高尾野町

　ロシアと日本に分布し、国内にお
いては青森県から琉球列島に分布す
る。体長 50 mmほど。甲背面の胃
域に浅い横溝をもつこと、鉗脚可動
指内面中央に顆粒列をもち、可動指
下縁は丸く小さい歯をもつことで波
打ち、可動指基部側に丸い 1–2歯を
もつことなどの形態的特徴をもつ。
鉗脚が小さいメスでは顆粒や歯は観
察し辛い。体色は変異に富み、赤み
や青みが強い個体も存在する。砂泥
底に穴を掘って住み、巣はハルマン
スナモグリ（p. 145）やニホンスナ
モグリ（p. 146）が作る巣より強固
な裏打ちで内面が補強されている。
淡水影響を強く受ける環境を好み、
海側では数が少ない。高尾野川の干潟では非常に高い密度で本種が作成した
巣穴をみることができ、脱皮殻も多く確認された。八代海には形態的に似る
アナジャコも生息するが、高尾野川では観察することができなかった。（是枝）
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十脚目 ホンヤドカリ科

ユビナガホンヤドカリ
Pagurus minutus Hess 1865

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   分布特性上重要

KAUM-AT 940, 体長 9.5 mm, 高尾野町

KAUM-AT 852, 体長 6.0 mm, 高尾野町

　ロシア極東部から
中国、台湾、日本に分
布し、国内においては
北海道から西表島に
かけて広く分布する。
甲長 10 mmほど。鉗
脚は右側が大きくな
ること、第 2–3胸脚の
指節は長く伸長し、明
瞭な縞模様をもたな
いことなどの形態的
特徴をもつ。鹿児島県
本土の汽水域で最も
普通にみられるヤド
カリである。高尾野川
河口においても、ウミ
ニナなどの巻貝を利
用する本種がふつう
にみられる。（是枝）
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十脚目 カニダマシ科

イソカニダマシ
Petrolisthes japonicus (de Haan 1849)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1103, 甲長 6.9 mm, 高尾野町

　韓国、中国、
台湾、日本に
分布し、国内
においては青
森県から西表
島にかけて分
布する。甲長
10 mm ほ ど。
カニ類（短尾
下目）に似る
が、ヤドカリ
を含む異尾下
目に属し、第
5胸脚は小さ
く退縮的。体
はよく縦扁し、
扁平な大きな
鉗脚をもつ。
高尾野川調査
では、河口の前浜干潟に散
在する転石下から少数がみ
つかった。基本的に海の生
きものであり、河口域のよ
うな淡水の影響を強く受け
る環境にはあまり多く出現
しない。カニダマシの仲間
には、ツバサゴカイの棲管
に共生するウチノミヤドリ
カニダマシのような種も知
られている。今回の調査で
はみつからなかったが、近
隣海域からは記録がある。
（是枝）
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十脚目 キンセンガニ科

キンセンガニ
Matuta victor (Fabricius 1781)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1013, 甲幅 32.4 mm, 高尾野町

　インド洋から太平洋の熱帯
域に分布し、国内においては
房総半島以南に分布する。甲
幅 60 mmほど。本種は甲が丸
く、側縁に横方向の大きな 1
棘をもつこと、胸脚は全て扁
平でオール状を呈することな
どの形態的特徴をもつ。オー
ル状胸脚を用いて素早く砂底
を泳ぎ回る。普段は浅く底
質に埋まっていることが多い
が、人が近づくと勢いよく泳いで逃げ出す。高尾野川では河口の前浜干潟で、
砂質底になる部分で多数がみられた。刺網でも 1標本が採集された。（是枝）
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十脚目 コブシガニ科

マメコブシガニ
Pyrhila pisum (de Haan 1841)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   分布特性上重要

KAUM-AT 992, 甲幅 12.9 mm, 高尾野町

KAUM-AT 974, 甲幅 5.4 mm, 高尾野町

　黄海、東シナ海、および日本
に分布し、国内においては青森
県から奄美大島に分布する。甲
幅 15 mmほど。コブシガニ科は
その特徴的な甲の形から、他の
干潟のカニ類からは容易に識別
できる。甲の背面には、多数の
顆粒をもつ。本種の小型個体は
カネココブシによく似るが、歩
脚の前節と長節後縁に顆粒をも
つことで、後縁が滑らかな本種
と識別できる。鹿児島県レッド
データブックでは特に記述がないが、日本ベントス学会は本種を準絶滅危惧
種に指定している。高尾野川河口域では広い範囲で観察することができたも
のの、高密度で観察できた環境は局所的であった。（是枝）
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153CRUSTACEANS

十脚目 ヤワラガニ科

ツノダシヤワラガニ
Lucascinus coralicola (Rathbun 1909)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1000, 甲幅 4.1 mm, 高尾野町

　青森以南の日本、台湾、お
よびシンガポールに分布す
る。甲幅 3 mmほど。額部に
3つの棘があり、中央の 1歯
は長く伸長すること、甲の前
側縁には 1歯をもつこと、お
よびオスの鉗脚は長く伸びる
ことなどの形態的特徴をも
つ。汽水域に転がるロープの
切れ端から 1標本を採集し
た。鹿児島県からの本種の記
録は無く、本報告が標本に基づくツノダシヤワラガニの鹿児島県からの初記
録となる。（是枝）
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類

十脚目 ヤワラガニ科

オキナワヤワラガニ
Neorhynchoplax okinawaensis (Naruse & Takeda 1994)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1002, 甲幅 3.1 mm, 高尾野町

　日本固有種で、静岡県から西表島に分布する。甲幅 3 mmほど。額部に 3
つの鈍い棘があり、中央の 1歯が長く伸長すること、甲前側縁の中央よりや
や後方に 1歯をもつこと、およびオスの鉗脚掌節が丸く肥大することなどの
形態的特徴をもつ。高尾野川では泥に埋没した流木や転石下といった嫌気的
な環境下からみつかった。このような環境は硫化鉄等の発生で黒く変色して
いるため分かりやすい。近年、分布域が北進傾向にある。南九州では普通種
とされているが、標本に基づく確かな記録は無く、本報告が標本に基づく鹿
児島県および八代海からの確かな初記録となる。（是枝）
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155CRUSTACEANS

十脚目 ワタリガニ科

トウヨウイシガニ
Charybdis (Charybdis) orientalis Dana 1852

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1012, 甲幅 15.3 mm, 高尾野町

　紅海、インド洋からハワイに分布し、国内においては相模湾から種子島に
かけて分布する。甲幅 50 mmほど。本種は額に 6歯をもつこと、前側縁に眼
後歯を含めて 6歯をもち、第 6歯は前を向くこと、および第 5胸脚がオール
状であることなどの形態的特徴をもつ。今回の調査では 5月に甲幅 15 mmほ
どの 1標本が採集された。同所的に採集されたイシガニ（p. 156）の小型個体
は本種に似るが、トウヨウイシガニは額の 6歯が鈍いこと、鉗脚不動指が白
色で褐色の横帯をもつことなどから識別される。（是枝）
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類

十脚目 ワタリガニ科

イシガニ
Charybdis (Charybdis) japonica (Milne-Edwards 1861)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1040, 甲幅 72.9 mm, 高尾野町

　韓国、中国、および日本
に分布する。甲幅 80 mmほ
ど。本種は額に鋭い 6歯をも
つこと、前側縁に眼後歯を含
めて 6歯をもち、第 6歯が前
を向くこと、および第 5胸脚
がオール状であることなど
の形態的特徴をもつ。今回の
調査では、主に前浜干潟から
様々な体サイズの個体が採
集された。干潟の砂泥に浅く
潜っていることが多い。同所的にみられることの多かったタイワンガザミと
比べると数は少ない。やや気性が荒く、捕まえると積極的に挟んでくるので
注意が必要。イシガニやタイワンガザミ、ガザミなどは総称してワタリガニ
と呼ばれて流通することも多く、いずれもとても美味しい。（是枝）
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157CRUSTACEANS

KAUM-AT 1037, 甲幅 154.3 mm, 高尾野町

十脚目 ワタリガニ科

タイワンガザミ
Portunus (Portunus) pelagicus (Linnaeus 1758)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　中国、日本、および台湾に分布する。甲幅 150 mmほど。本種は額に 4歯
をもつこと、前側縁に眼後歯を含めて 9歯をもち、第 9歯が大きく側方を向
くこと、鉗脚長節前縁に同大の 4歯をもち、基部側の 1歯は小さいこと、第
5胸脚がオール状であること、および成体は雌雄で色彩が大きく異なること
などの形態的特徴をもつ。オスの成体は青く、美しい。小型個体やメスは青
くならず、ガザミに似るが鉗脚長節前縁に同大の 4歯をもつことで識別され
る。本調査では前浜干潟から様々な体サイズの個体が採集された。イシガニ（p. 
156）ほどではないが気性が荒く、捕まえると積極的に挟んでくるので注意。
（是枝）
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殻

類

十脚目 ケブカガニ科

マキトラノオガニ
Pilumnopeus makianus (Rathbun 1931)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1159, 甲幅 13.3 mm, 高尾野町

　中国、日本、および
台湾に分布し、国内に
おいては和歌山県、瀬
戸内海、四国、および
九州から記録がある。
甲幅 20 mmほど。本種
は体が毛で覆われるが、
甲背面と鉗脚の毛が疎
らであること、前側縁
には眼後歯を含めて 5
歯をもつが、眼後歯は
小さく、第 2–3歯は鈍
く、第 2歯は不明瞭で
あること、および鉗脚表面は小さな顆粒で覆われ、可動指と不動指の先端は
黒いことなどの形態的特徴をもつ。内湾性種の可能性が示唆されている。高
尾野川調査では河口の前浜干潟に散在する転石下から 1標本が採集された。
動きは鈍く、積極的に挟もうとはしないため採集は容易。（是枝）
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159CRUSTACEANS

十脚目 オウギガニ科

オウギガニ
Leptodius exaratus (Milne-Edwards 1834)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　国内では房総半島から
八重山列島に広く分布す
る。岩礁やサンゴ礁の石
の下や隙間にみられる。
前側縁には眼窩外歯を含
めて 5歯あり、いずれも
三角形にとがる。指部は
両指とも黒く、不動指の
黒色は掌部に達する。暗
灰褐色で、白灰色や黒褐
色の不規則な斑があるこ
とが多い。出水市蕨島の
ふもとの岩礁帯から採集
された。（木下）

KAUM-AT 1134, 甲幅 37.1 mm, 高尾野町
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類

十脚目 モクズガニ科

ハマガニ
Chasmagnathus convexus (de Haan 1835)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1055, 甲幅 42.7 mm, 高尾野町

　宮城県以南の日本、朝鮮半島、中国、および台湾に分布する。甲幅 50 mm
ほど。アシ原などに穴を掘って住む半陸生のカニ。甲の側面が丸みを帯びる
こと、甲背面や鉗脚の一部が青く、朱色の縁取りをもつことなどで他の干潟
のカニ類と識別される。甲が少し厚いことも特徴的。高尾野川では干潟の満
潮線よりも少し高いところに掘った穴の近辺でベンケイガニ科に混ざってみ
られた。同所は底質の粒度が細かく土っぽい環境で、アシハラガニ（p. 162）
やクロベンケイガニ（p. 176）などの巣穴が多数あることが多い。夜行性とさ
れるが、日陰になっている部分では昼間でも多数みられた。（是枝）
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161CRUSTACEANS

十脚目 モクズガニ科

ヒメアシハラガニ
Helicana japonica (Sakai & Yatsuzuka 1980)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 978, 甲幅 16.3 mm, 高尾野町

KAUM-AT 778, 甲幅 9.7 mm, 高尾野町

　朝鮮半島、中国（三
東半島）、および日本
に分布し、国内にお
いては小笠原諸島と
房総半島以南に分布
する。甲幅 20 mmほ
ど。第 2–4胸脚の腕
節から前節前縁に軟
毛が密生することで、
後述のアシハラガニ
（p. 162）と容易に識
別される。干潟に巣
穴を掘って生活し、
干潮時に干潟を素早
く動きまわって餌を
探す。肉食性が強く、
他のカニを襲うこと
もある。高尾野川で
は干潮時の水際付近
で多数みられた。ア
シハラガニとは異な
り、あまり水辺から離れたところではみられない。（是枝）
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類

十脚目 モクズガニ科

アシハラガニ
Helice tridens (de Haan 1835)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 777, 甲幅 22.5 mm, 高尾野町

　韓国、日本、台湾、および中国（香港）に分布し、国内においては青森県
以南の琉球列島を含む日本に分布する。甲幅 30 mmほど。第 2–3胸脚の腕節
から前節前縁に軟毛が密生するが、第 4胸脚には密生する軟毛をもたないこ
となどの形態的特徴をもつ。干潟近くに巣穴を掘って生活する。高尾野川で
は干潟近くの陸域に本種が掘った巣穴が数多く存在し、潮が引くと巣穴から
水際まで出てくる姿が多数確認された。（是枝）
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163CRUSTACEANS

十脚目 モクズガニ科

トリウミアカイソモドキ
Sestrostoma toriumii (Takeda 1974)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 998, 甲幅 3.4 mm, 高尾野町

　日本と中
国（香港）
に分布し、
国内におい
ては青森県
から西表島
にかけて分
布する。甲
幅 8 mm ほ
ど。甲は丸
みを帯び、
前側縁には歯をもたないことなどの形態的特徴をもつ。アナジャコ科やスナ
モグリ科などの巣穴に共生する変わった生態をもつ。写真のような甲中央付
近に 2つの白斑がある個体もいるが、白斑が無い個体もいる。高尾野川調査
ではハルマンスナモグリ（p. 145）、二ホンスナモグリ（p. 146）、およびヨコ
ヤアナジャコ（p. 148）の巣穴から採集された。宿主の生息密度が高い環境で
は、干潟表面の砂泥を掬うだけでも他のカニに混じって採集できた。丸みを
帯びた甲とバンド模様の胸脚をもつことで、高尾野川に産する他のカニとは
容易に識別される。（是枝）
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十脚目 モクズガニ科

ヒメアカイソガニ
Acmaeopleura parvula Stimpson 1858

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1042, 甲幅 8.5 mm, 高尾野町

　日本と
紅海に分
布し、国
内におい
ては男鹿
半島以南
の日本海
沿岸と房
総半島以
南の太平
洋沿岸か
ら奄美大島にかけて分布する。甲幅 10 mmほど。本種は体が短い毛で覆われ
ていること、前側縁に歯をもたないこと、および鉗脚可動指基部付近に毛の
束をもち、メスではその量がやや少ないことなどの形態的特徴をもつ。やや
赤みを帯びた褐色を呈する場合が多い。礫が堆積する転石海岸などに生息す
る。高尾野川では河口域の岩場の間に堆積した転石や礫の間からフジテガニ
（p. 178）やフタバカクガニ（p. 180）と共にみられた。採集地は干潮時に干出
するが、転石下や礫中は湿潤しており、乾燥した場所ではみられない。捕ま
えると胸脚をたたんで擬死（死んだふり）をする。（是枝）
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165CRUSTACEANS

十脚目 モクズガニ科

ヒライソガニ
Gaetice depressus (de Haan 1835)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1135, 甲幅 27.4 mm, 高尾野町

　 日 本、 韓
国、 中 国、
および台湾
に分布する。
甲 幅 25 mm
ほ ど。 本 種
は甲前側縁
に眼後歯を
含 め て 3 歯
も つ こ と、
腹面に黒点
をもたないこと、鉗脚可動指と不動指先端が白く、基部に密な軟毛をもたな
いこと、および眼下に 13個前後の顆粒が 1列に並ぶことなどの形態的特徴を
もつ。体色には変異が知られている。本種は海域の転石下などでよくみかけ
る種であり、高尾野川では河口の前浜干潟にある転石下から多数確認された。
本種は障害物をどかすと慌しく逃げ出すが、オキナワヒライソガニ（p. 166）
は足を畳んだ擬死行動が観察され、生態面にも差異がみられた。（是枝）
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十脚目 モクズガニ科

オキナワヒライソガニ
Gaetice ungulatus Sakai 1939

IUCN Red List　―
環境省 Red List   情報不足
鹿児島 Red List   絶滅危惧 II 類

KAUM-AT 1105, 甲幅 16.1 mm, 高尾野町

　日本、中国、お
よび台湾に分布
し、国内において
は和歌山県、奄美
大島、沖縄島、お
よび西表島から記
録されている。甲
幅 20 mm ほ ど。
本種はヒライソ
ガニ（p. 165）によく似るが、前側
縁第 2歯がやや外向きであること、
第 2–5胸脚に軟毛を疎らに持つこ
と、および眼下に 8個前後の顆粒
が 1列に並ぶことなどの形態的特
徴から識別される。瀬戸内海や本州太平洋沿岸には “ ケアシヒライソガニ ”
が生息するとされるが、形態の似る本種との識別点は明らかとなっていない。
本種には採集地を Kagoshimaや九州とする記録もあるが、それらが県本土の
ものかは不明。本書が標本に基づく九州および鹿児島県本土からの確かな記
録と考えられる。（是枝）
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167CRUSTACEANS

十脚目 モクズガニ科

モクズガニ
Eriocheir japonica (de Haan 1835)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 738, 甲幅 8.4 mm, 高尾野町

KAUM-AT 739, 甲幅 58.9 mm, 高尾野町

　サハリン、朝鮮
半島、日本、およ
び台湾に分布し、
国内においては北
海道から八重山諸
島まで広く分布す
る。甲幅 60 mm ほ
ど。本種は鉗脚掌
節に軟毛が密生す
ることが特徴的。
小型個体では鉗脚の軟毛は不明瞭だ
が、細長い第 2–5 胸脚などから識別
される。降河回遊を行い、成熟個体
は秋から冬季に河口域～海域に下っ
て交尾を行う。高尾野川では淡水の
影響を受ける場所の転石下などでみ
つかる。鹿児島県では山太郎ガニと
呼ばれて親しまれている。（是枝）



CRUSTACEANS168

甲

殻

類

十脚目 モクズガニ科

スネナガイソガニ
Hemigrapsus longitarsis (Miers 1879)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1104, 甲幅 5.1 mm, 高尾野町

　日本、韓国、および中国北部に分布し、国内においては北海道から熊本県
にかけて分布する。甲幅 10 mmほど。本種は甲が四角いこと、前側縁には眼
後歯を含めて 3歯もち、それぞれ同大であること、および第 2–5胸脚指節が
細長いことなどの形態的特徴をもつ。高尾野川では前浜干潟に放置されたブ
ルーシートの下からケフサイソガニ（p. 169）と共に採集された。本報告がス
ネナガイソガニの鹿児島県からの初記録となり、本種の分布南限を更新した。
（是枝）
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十脚目 モクズガニ科

ケフサイソガニ
Hemigrapsus penicillatus (de Haan 1835)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 745, 甲幅 10.6 mm, 高尾野町

　韓国、中国、日本、台湾、ハワ
イに分布し、国内においては北海
道から沖縄諸島まで分布する。甲
幅 20 mmほど。本種はオスの鉗
脚可動指の基部付近に密な軟毛を
もち、軟毛が外側では少ないこと、
腹面に黒点を多数もつことなどの
形態的特徴をもつ。鹿児島県の汽
水域では最も一般的なカニであ
り、高尾野川では汽水全域で数多
くみられる。（是枝） KAUM-AT 944, 甲幅 21.1 mm, 高尾野町
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十脚目 モクズガニ科

イソガニ
Hemigrapsus sanguineus (de Haan 1835)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1136, 甲幅 24.4 mm, 高尾野町

　サハリン、朝鮮半島、中国、日本、台湾、ハワイ、およびオーストララシ
アに分布する。甲幅 30 mmほど。甲や胸脚の特徴的な色彩から、他のカニ類
からの識別は容易。甲と鉗脚の腹面は白色。オスは鉗脚可動指基部に軟らか
い部分があることも特徴の一つ。主に海域に生息するカニであり、鹿児島県
本土の磯では普通にみられる。高尾野川では河口の前浜干潟にある転石下か
らヒライソガニ（p. 165）に混じってみつかる。（是枝）
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十脚目 モクズガニ科

ヒメケフサイソガニ
Hemigrapsus sinensis Rathbun 1931

IUCN Red List　―
環境省 Red List   準絶滅危惧
鹿児島 Red List   絶滅危惧 II 類

KAUM-AT 1133, 甲幅 7.4 mm, 高尾野町

　国内では三重県以南から確認されている。鹿児島県内では本土（野田川、
八房川、重富海岸）、屋久島、奄美大島から記録されている。河口付近や内湾
のカキ殻が密集しているところに好んで生息する。甲羅の側縁に 3歯、甲上
方に白い横帯、下方中央に白い紋がみられる。高尾野川河口の干潟から採集
された。（木下）
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十脚目 モクズガニ科

タカノケフサイソガニ
Hemigrapsus takanoi Asakura & Watanabe 2005

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　北海道から沖縄諸
島に分布する。甲幅
20 mmほど。本種は
オスの鉗脚可動指の
基部付近に密な軟毛
をもち、軟毛は外側と
内側で量に差がない
こと、腹面に黒点が少
なく（ない場合もあ
る）、腹節には黒点をもたないことなどの形態的特徴をもつ。2005年にケフ
サイソガニ（p. 169）から別種として記載された。ケフサイソガニより内湾性
が強いとされている。高尾野川では汽水全域でみられる。（是枝）

KAUM-AT 945, 甲幅 16.7 mm, 高尾野町

KAUM-AT 950, 甲幅 11.9 mm, 高尾野町
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十脚目 モクズガニ科

トゲアシヒライソガニモドキ
Parapyxidognathus deianira (de Man 1888)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   準絶滅危惧

KAUM-AT 1022, 甲幅 13.3 mm, 高尾野町

　日本、台湾、インドに
分布し、国内においては
千葉県以南に分布する。
甲幅 20 mmほど。本種は
前側縁に眼後歯を含めて
強い 3歯をもつこと、第
2–5胸脚長節と前節に大き
な棘をもつこと、特に腕
節以降で多くの剛毛をも
つことなどの形態的特徴
をもつ。汽水域の転石下
などに生息し、高尾野川
では干潟近くを流れる農
業用水路の転石下などに
数多く生息する。鹿児島
県本土においては外洋に
面した小河川に低密度で生息するとされており、高密度で生息する高尾野川
水系は、県内の貴重な生息地であろう。本報告がトゲアシヒライソガニモド
キの八代海初記録となる。（是枝）

KAUM-AT 1025, 甲幅 6.1 mm, 高尾野町
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十脚目 モクズガニ科

タイワンヒライソモドキ
Ptychognathus ishii Sakai 1939

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1015, 甲幅 11.1 mm, 高尾野町

KAUM-AT 737, 甲幅 9.4 mm, 高尾野町

　日本、台湾、インドネシアに分布
し、国内においては千葉県以南に分
布する。甲幅 11 mm。本種は前側
縁に眼後歯を含めて弱い 2歯もつこ
と、胸脚基部に軟毛が多数生えるこ
と、およびオスは鉗脚可動指の基部
外側に密な軟毛をもつことなどの形態的特徴をもつ。汽水域の干潮時に瀬状
になる部分などを生息地とするが、高尾野川では本流にあまりみられず、干
潟近くを流れる農業用水路の転石下などに数多く生息する。（是枝）
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十脚目 モクズガニ科

オオヒライソガニ
Varuna litterata (Fabricius 1798)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1154, 甲幅 24.5 mm, 高尾野町
　中部太平洋・インド洋に分布し、国内
においては福島県以南に分布する。甲幅
50 mmほど。本種は甲がやや縦長であり、前側縁に眼後歯を含めて 3歯をも
つこと、第 2–5胸脚が側扁することなどの形態的特徴をもつ。本種はタイワ
ンオオヒライソガニと酷似しており、確実に同定するには成熟したオスの生
殖器（第 1腹肢）先端が丸いこと（右上写真）を確認する必要がある（タイ
ワンオオヒライソガニでは尖る）。メスや未成熟個体の識別については、今後
の研究が待たれる。高尾野川では干潟近くを流れる農業用水路から 1標本が
採集された。（是枝）
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十脚目 ベンケイガニ科

クロベンケイガニ
Chiromantes dehaani (Milne-Edwards 1853)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 973, 甲幅 26.4 mm, 高尾野町

　日本と韓国に分布し、国内においては男鹿半島・宮城県から琉球列島にか
けて分布する。甲幅 35 mmほど。本種は眼後歯を除いて甲前側縁に歯をもた
ないこと、鉗脚が紫色を呈することなどの形態尾的特徴をもつ。主に陸域の
水辺に生息し、土壌に穴を掘って暮らす。高尾野川ではハマガニ（p. 160）や
アシハラガニ（p. 162）などと共によくみられるが、本種の方がより上流側ま
で出現する。（是枝）
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十脚目 ベンケイガニ科

アカテガニ
Chiromantes haematocheir (de Haan 1833)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   分布特性上重要

KAUM-AT 1009, 甲幅 23.5 mm, 高尾野町

　日本と中国、韓国、台湾に分布し、国内においては秋田県・岩手県から琉
球列島にかけて分布する。甲幅 35 mmほど。本種は眼後歯を除いて甲前側縁
に歯をもたないこと、鉗脚が赤く、先端は白色を呈することなどの形態尾的
特徴をもつ。甲背面は赤い個体もいる。クロベンケイガニ（p. 176）などよ
り陸側に生息し、土壌に穴を掘って暮らす。高尾野川ではベンケイガニ（p. 
181）などと共によくみられる。（是枝）
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　インド西太平洋
に分布し、国内に
おいては千葉県以
南に分布する。甲
幅 15 mmほど。本
種は前側縁に切れ
込みをもたないこ
と（眼後歯後方に
1つの切れ込みを
もつ場合もある）、
甲はほぼ平坦であること、およびオスの鉗脚指節背面に 1列に並んだ 20個
以上の顆粒をもつことなどの特徴をもつ。本種に似るウモレベンケイガニは、
前側縁に眼後歯を含めて広く鈍い 3歯をもつこと、甲は各域で隆起すること、
およびオスの鉗脚指節の顆粒は 11–14個であることから識別される。両種と
もに泥がついているほか、前側縁には短い剛毛も列生しているため、それら
を除去すると同定しやすい。高尾野川ではヒメアカイソガニ（p. 164）と同所
的にみつかる。採集された 2標本は前側縁には 2歯しか確認できず、甲表面
は滑らかであり、鉗脚の顆粒は 20以上であることからフジテガニに同定され
た。本報告がフジテガニの鹿児島県本土初記録となる。近海には形態の似る
ウモレベンケイガニも生息するため、同定には注意が必要である。（是枝）

十脚目 ベンケイガニ科

フジテガニ
Clistocoeloma villosum (Milne-Edwards 1869)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1057, 甲幅 12.6 mm, 高尾野町
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十脚目 ベンケイガニ科

カクベンケイガニ
Parasesarma pictum (de Haan 1835)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 982, 甲幅 17.0 mm, 高尾野町

KAUM-AT 1028, 甲幅 9.7 mm, 高尾野町

　日本と韓国に分布し、国内においては男鹿半島・房総半島から琉球列島に
かけて分布する。甲幅 20 mmほど。本種は前側縁に眼後歯を除いて歯をもた
ないこと、尾節は黄色くならないことなどの形態的特徴をもつ。高尾野川で
は汽水域の護岸の隙間や水辺の転石下などからみつかり、水際で活動する個
体も数多く確認された。（是枝）
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十脚目 ベンケイガニ科

フタバカクガニ
Perisesarma bidens (de Haan 1835)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 947, 甲幅 21.8 mm, 高尾野町

KAUM-AT 988, 甲幅 19.9 mm, 高尾野町

　韓国、中国、日本、台湾、香港、
マレーシア、シンガポール、アンダ
マン諸島、およびスリランカから記
録されており、国内においては東京
湾以南に分布する。甲幅 25 mmほ
ど。本種は前側縁に眼後歯を含めて
2歯をもつことなどの形態的特徴を
もつ。高尾野川では干潟に連続する陸生植物の茂み付近で数多く観察された。
似たような環境でみつかるカクベンケイガニ（p. 179）より数が少ない。（是枝）
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KAUM-AT 1155, 甲幅 21.8 mm, 高尾野町

十脚目 ベンケイガニ科

ベンケイガニ
Sesarmops intermedius (de Haan 1835)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　日本と台湾に分布し、国内においては男鹿半島・房総半島から琉球列島に
かけて分布する。甲幅 30 mmほど。前側縁に眼後歯を含めて 2歯をもつこと
などが特徴。色彩には変異があり、体背面が広く朱色を呈する個体も存在す
る。本種は生息環境が重複し、同じく鉗脚が赤く、形態的にやや似るアカテ
ガニ（p. 177）とは甲前側縁の歯の数で識別される。主に陸域の水辺に生息
し、土壌に穴を掘って暮らす。高尾野川では干潟そのものよりも、干潟付近
を流れる農業用水路の土手で多数確認された。土手の中でも、陸水が染み出
している部分にはかなり高い密度でみられ、本種のものと考えられる巣穴も
多数あった。同水路以外の場所では、同所的にみられるクロベンケイガニ（p. 
176）より数が少ない。（是枝）
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十脚目 カクレガニ科

カギヅメピンノ
Pinnotheres pholadis de Haan 1835

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 943, 甲幅 5.2 mm, 高尾野町

　韓国、中国、日本に分布し、国内においては青森県以南に分布する。甲幅
13 mm。本種は第 2–5胸脚の指節が短く、鉤爪状であることなどの形態的特
徴をもつ。イガイ類、イワガキ、ヒオウギ、バカガイなど幅広い二枚貝類に
共生する。写真の個体は高尾野川で採集されたオキシジミを茹でた際に出て
きたものである。茹でたことによって体の透明度が失われている。（是枝）
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十脚目 カクレガニ科

ヒラピンノ
Arcotheres alcocki (Rathbun 1909)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1141, 甲幅 7.1 mm, 高尾野町

　紀伊半島から奄美大島に分布する。
甲幅 8 mmほど。本種にはカリガネエ
ガイのみに共生する特異な生態が知
られている。写真の個体は撮影用に
持ち帰ったカリガネエガイ（p. 194，
KAUM-MO 2782）から偶然出てきた
ものである。（是枝）

カクレガニ科のカニ類は、主に二枚貝類の外套
膜内に共生する生態が知られています。カクレ
ガニと貝類の関係は共生と表現されることが多
いですが、実体としてはカクレガニしか利のな
い片利共生またはカクレガニの寄生に近いもの
です。二枚貝類のほかにスジホシムシモドキを
利用するアカホシマメガニやミサキギボシムシ
の巣を利用するギボシマメガニなどが知られて
いますが、宿主に依存した生活を行うため、環
境悪化による宿主の減少を受けて減少傾向にあ
る種も数多くいます。
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十脚目 コメツキガニ科

チゴガニ
Ilyoplax pusilla (de Haan 1835)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1058, 甲幅 9.7 mm, 高尾野町

　日本と朝鮮半島に分布し、国内においては宮城県以南に分布する。甲幅 10 
mmほど。本種は眼後歯後方にある切れ目が浅いこと、オスの鉗脚が肥大す
ること、オスの腹節がくびれないことなどの形態的特徴をもつ。雌雄ともに
鉗脚を上げ下げするウェービング行う。高尾野川では潮間帯のやや高いとこ
ろの砂泥に、高い密度で穴を掘って生息し、しばしばハクセンシオマネキ（p. 
190）と混生する。本種が作る砂団子は非常に小さい。（是枝）
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十脚目 コメツキガニ科

コメツキガニ
Scopimera globosa (de Haan 1835)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 1062, 甲幅 7.4 mm, 高尾野町

KAUM-AT 1063, 甲幅 7.1 mm, 高尾野町

　中国、韓
国、 日 本、
台湾に分布
し、国内に
おいては北
海道以南に
分布する。
甲幅 10 mm
ほど。やや
硬い砂地に
穴を掘り、
生活する。
高尾野川に
は本種の生息に適した砂地環境はあまりないが、砂地となる干潟内のやや高
い丘などには比較的高い密度で生息する。泥っぽいところは好まない。体色
が砂地に似るので近付くまで気付きづらく、さらに人影に反応して素早く逃
げるため採集しづらい。巣穴の周りに残した放射状の砂団子を探すと良い。
（是枝）
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十脚目 オサガニ科

チゴイワガニ
Ilyograpsus nodulosus Sakai 1983

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   絶滅危惧 II 類

KAUM-AT 999, 甲幅 5.0 mm, 高尾野町

　日本固有種で、神奈川県から西表島に分布する。甲幅 7 mmほど。本種は
甲が横長ではなく、前側縁に眼後歯を含めて 4歯もち、第 3歯が大きく、第
4歯は小さいこと、鉗脚が肥大しないこと、および第 2–5胸脚の長節前縁の
先端付近に 1棘をもつことなどの形態的特徴をもつ。甲の色は黒から白と変
異に富む。本種は他のオサガニ科の稚ガニに似るが、前側縁の形状などが識
別点となる。南方種であるが、近年分布域が北進傾向にある。鹿児島県では
奄美大島からのみ記録されていた。今回の調査で 5月に抱卵した 1標本が採
集され、黒潮の影響を受けにくい閉鎖的かつ温帯性の内湾である八代海にお
けるチゴイワガニの再生産が示唆された。本報告がチゴイワガニの八代海初
記録かつ鹿児島県本土初記録となる。（是枝）
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　朝鮮半島、中国、
日本、台湾、ベト
ナムに分布し、国
内においては宮城
研から鹿児島県に
かけて分布する。
甲 幅 35 mm ほ ど。
本種は横に長い甲
をもつことが特徴。
ヤマトオサガニ（p. 
189）とは異なりやや海よりの砂
質干潟に穴を掘って生活する。
巣穴はテッポウエビのように角
度が浅い。オスの鉗脚は肥大し、
多数の顆粒をもつ。高尾野川で
は主に河口の前浜干潟に優占し
て出現するが、小型個体はヤマ
トオサガニやヒメヤマトオサガニ（p. 178）に混じって少数確認された。（是枝）

十脚目 オサガニ科

オサガニ
Macrophthalmus (Macrophthalmus) abbreviatus Manning & Holthuis 1981

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   準絶滅危惧

KAUM-AT 1137, 甲幅 22.7 mm, 高尾野町

KAUM-AT 1172, 甲幅 18.3 mm, 高尾野町
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十脚目 オサガニ科

ヒメヤマトオサガニ
Macrophthalmus (Mareotis) banzai Wada & Sakai 1989

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 994, 甲幅 17.1 mm, 高尾野町

KAUM-AT 960, 甲幅 9.5 mm, 高尾野町

　日本、朝鮮半島、中国、台湾に分布し、国内においては神奈川県以南に分
布する。甲幅 25 mmほど。本種はヤマトオサガニ（p. 189）に似るが、オス
の第 4胸脚前節と腕節前縁に短い軟毛が密生することで識別される。1989年
にヤマトオサガニから別種として記載された。種小名 banzaiは、万歳をする
ようなウェービングをすることにちなむ。オサガニ（p. 187）同様に角度の浅
い巣を掘り、開口部は同所的にみられるテッポウエビの巣より横長。高尾野
川では干潟の砂泥底でヤマトオサガニと共に数多く確認された。（是枝）
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十脚目 オサガニ科

ヤマトオサガニ
Macrophthalmus (Mareotis) japonicus (de Haan 1835)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   分布特性上重要

KAUM-AT 972, 甲幅 12.5 mm, 高尾野町

　日本、朝鮮半島、中国に分布し、国内においては青森県から種子島に分布
する。甲幅 40 mmほど。砂泥から泥質の干潟に角度の浅い巣を掘って生活す
る。本種は形態的にヒメヤマトオサガニ（p. 188）と酷似し、メスや小型個体
の同定は非常に難しい。本種やヒメヤマトオサガニの小型個体はオサガニ（p. 
187）とも似るが、本種の前側縁第 2歯と 1歯（眼後歯）の切れ込みは浅く、
角度が大きいことで、深く狭いオサガニと識別される。ヒメヤマトオサガニ
と比較して、内湾性種である可能性が示唆されている。高尾野川ではヒメヤ
マトオサガニと共に砂泥から泥質環境に多数みられる。（是枝）
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十脚目 スナガニ科

ハクセンシオマネキ
Austruca lactea (de Haan 1835)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   準絶滅危惧
鹿児島 Red List   準絶滅危惧

KAUM-AT 990, 甲幅 15.7 mm, 高尾野町

高尾野町

　日本、朝鮮半島、中国大陸、ベト
ナム、および台湾に分布し、国内に
おいては相模湾から種子島にかけて
分布する。甲幅 20 mmほど。本種は
鉗脚が白色を呈すること、オスの片
方の鉗脚が肥大化することなどの形
態的特徴をもつ。オスは繁殖や縄張
り誇示のために鉗脚を振るウェービ
ングを行う。繁殖期は雌雄ともに白
色を呈するが、捕まえると色あせる。
高尾野川では干潟の砂泥質でやや高
いところに高密度でみられる。（是枝）
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十脚目 ムツハアリアケガニ科

ムツハアリアケガニ
Camptandrium sexdentatum Stimpson 1858

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-AT 986, 甲幅 8.8 mm, 高尾野町

KAUM-AT 987, 甲幅 5.6 mm, 高尾野町

　日本、中国、香港、および東南アジアに
分布し、国内においては宮城県以南に分布
する。甲幅 15 mmほど。本種は前側縁に眼
後歯を含めて 3歯もつこと、胸脚は軟毛で
覆われることなどの形態的特徴をもつ。高
尾野川では、砂泥質干潟に存在する窪地か
ら 3標本が採集されたのみである。有明海や八代海では少なくないとされる
が、八代海からの記録は北部の熊本県からのものしかなく、本報告が鹿児島
県本土における初めての記録となる。（是枝）



高尾野川河口右岸側の前浜干潟
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山本智子（編）
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二枚貝綱 フネガイ科

カリガネエガイ
Barbatia virescens (Reeve 1844)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

二枚貝綱 イガイ科

クジャクガイ
Septifer bilocularis (Linnaeus 1758)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-MO 2782, 高尾野町

　北海道以南の日本各地に
分布。潮間帯から水深 20 m
の岩礁に、腹縁の中央部か
ら出した足糸でかなり強く
付着している。岩のくぼみ
や隙間に入り込んでいるこ
とが多い。出水市では干潟
の転石に付着していた。殻
長は約 50 mmで、殻の表
面は白い。殻頂から腹側に
向けて伸びる放射肋はある
が、すり減っていることが
多い。殻は前端がやや細く
後端が膨らむ。（山本）

　房総半島・能登半島
以南の日本各地に分布
する。潮間帯から水深
10 mの岩礁に足糸で
付着し、集団を作って
いることが多い。出水
市では干潟の転石に密
集していた。海水中の
懸濁物を濾し取る懸濁
物食を行うが、この食
性は多くの固着性動物に共通している。殻長約 25 mm、殻は黒く、殻頂が体
の前の方に偏っている。イガイ科の種は多く、本種と形態も生息場所もよく
似た種類に、ヒバリガイモドキやムラサキインコがあるが、放射肋がはっき
りしており、殻の表面に毛があることが本種の特徴である。（山本）

KAUM-MO 2797, 高尾野町
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二枚貝綱 イタボガキ科

ケガキ
Saccostrea kegaki Torigoe & Inaba 1981

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　日本の陸奥湾から九州、奄美群島に分布。潮
間帯に生息し、岩礁に左殻全面で固着する。出
水市の干潟では、転石に付着していた。殻長は 4 
cm程度、黒色のパイプ状の棘が、右殻の周縁部
に密生するのが特徴的である。岩礁帯では本種
が密集することも多く、磯遊びをする際は、怪
我を防ぐためにも服装に気を付けたい。（遠藤）

KAUM-MO 2816, 高尾野町
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　日本では陸奥湾以南、
九州に分布する。内湾
の潮間帯の砂泥底に生
息し、出水市では福ノ
江湾口部の泥質干潟で
みられた。殻長は 1.8 
cm、殻の色彩は白、黄、
ピンク色など多様。殻
は卵形で、前縁は丸く、
後縁は直線的である。
殻表面は平滑で艶があ
り、放射彩はない。宮
崎県や熊本県では絶滅危惧 II類に指定されている希少種である。（遠藤）

二枚貝綱 ニッコウガイ科

ユウシオガイ
Moerella rutila (Dunker 1860)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   準絶滅危惧
鹿児島 Red List   ―

KAUM-MO 2787, 高尾野町

二枚貝綱 マテガイ科

マテガイ
Solen strictus Gould 1861

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-MO 2800, 高尾野町

　日本では北海道
以南に分布する。
外面に面した広い
干潟に多くみられ、
出水市では干潟の
沖合側でみられた。
殻長は大きい個体
で 10 cmをこえる。
殻は長筒型で薄く、
淡黄色褐色である。
砂に深く潜り、水管
を出し、プランク
トンを食べる。（金
井）
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　日本では北海道以南
に分布する。出水市の
干潟では砂泥域でみら
れ、潮干狩りにおける
重要種である。殻長は
8 cmをこえる。殻は丸
みを帯びた三角型で、
表面に光沢がある。薄
い茶色から、黄褐色な
ど殻の色彩や模様の個
体差は大きい。かつて
は最も普通な食用貝で
あったが、全国的な干
潟の減少や沿岸環境の悪化によって生息場所、個体数共に激減している。人
による漁獲圧が高く、適切な資源管理が必要である。（金井）

二枚貝綱 マルスダレガイ科

オキシジミ
Cyclina sinensis (Gmelin 1791)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

二枚貝綱 マルスダレガイ科

ハマグリ
Meretrix lusoria (Röding 1798)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   絶滅危惧 II 類
鹿児島 Red List   ―

姶良市平松

姶良市平松

　日本では関東以南に分
布し、淡水の影響の強い
干潟の泥底に多い。出水
市では砂泥域でみられた。
殻長は 5 cm。殻形はほぼ
円形でよく膨らむ。殻質
は厚く黄褐色であるが、
還元的な環境により、黒
色に変色する個体もみら
れる。身は小さく、食べ
ると少し泥臭い。沖縄島
に分布する個体群は絶滅
が危惧されている。（金井）
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腹足綱 ヨメガカサ科

マツバガイ
Cellana nigrolineata (Reeve 1839)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　房総半島、男鹿半島から九州南
部までの岩礁潮間帯に分布する。
巻貝が平たくなった笠貝と呼ばれ
るグループであり、岩礁の環境に
適応して、波に流されないよう、
付着面積は大きく殻高が低い形態
に進化したと考えられ、複数の分
類群で笠型の貝がみられる。右の
写真はユキノカサガイ科に属する
クサイロアオガイである。本種は
護岸などの人工的な基質にも生息
し、強力な歯舌で基質上の微細藻
類を削り取る。殻長は 6–8 cmで、
笠貝類の中では大きい方であり、個人採取で食用に供されている。（山本）

クサイロアオガイ , 鹿児島市桜島町

西牟婁郡白浜町
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腹足綱 ニシキウズガイ科

クマノコガイ
Chlorostoma xanthostigma Adams 1853

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-MO 2804, 高尾野町

　日本における分布は福島県・能登半島
以南で、暖かい海に生息する。潮間帯か
ら水深 20 mほどの岩礁帯が主な生息地で
あり、出水市では転石の下などでよくみ
られた。殻長は 2.8 cm。色は濃い黒色で、
底面は淡い灰色をしており、斑点などは
ない。殻はほとんど平滑で、顆粒などは
なく、丸く滑らかな円錐形をしている。
臍孔はみられず鮮緑色の滑層に覆われる。
（三上）
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　日本では北海道南部か
ら九州南部まで広く分布
し、国内で一般的にみら
れる種の 1つである。潮間帯の岩礁でみられ、護岸されている壁や転石に付
着する。殻長は 2 cmほど。殻の表面は顆粒が多く、生きているものは緑藻の
1種であるカイゴロモに覆われることが多い（左上写真）。（三上）

腹足綱 ニシキウズガイ科

イシダタミ
Monodonta confusa Tapprone-Canefri 1874

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

鹿児島市桜島町

腹足綱 リュウウテンサザエ科

スガイ
Lunella coreensis (Récluz 1853)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　日本国内では北海道南部から九州まで広域に分布する。外洋に面した潮間
帯の岩礁や転石の多い干潟などに多くみられる。殻長は 2–2.5 cm、殻の色は
暗緑褐色に白色や黄褐色の斑をもつものが多い。横長で平板状の顆粒が石畳
に似ていることが和名の由来である。（三上）

KAUM-MO 2817, 高尾野町

鹿児島市桜島町

肝属郡南大隅町
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腹足綱 アマオブネガイ科

ヒメカノコ
Clithon oualaniensis (Lesson 1831)

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   準絶滅危惧
鹿児島 Red List   ―

　日本では房総半島以南に分
布するとされているが、千葉
県では絶滅し、愛知県と三重
県でも死骸が確認されている
だけで、生息は確認されてい
ない。屋久島では多くみられ
るが、南西諸島以外で現在知
られている生息地は少ない。
河口泥上に生息する。やや縦
に長い半球型の巻貝。螺塔は
低く、殻表は平滑で鈍い光沢
があり、暗緑黄色の地に白灰
色の三角形の模様が並ぶが、
模様の変異も多い。内唇滑層
は平滑で黄色味を帯び、縁辺
中央に小歯をもつ。蓋は平滑
で暗色、石灰質で半月型である。本種は一年生であることが明らかになって
おり、他のアマオブネガイ科に比べて短命である。（木下）

KAUM-MO 2810, 高尾野町

KAUM-MO 2809, 高尾野町
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腹足綱 アマオブネガイ科

イシマキガイ
Clithon retropictus (Martens 1879)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   準絶滅危惧

KAUM-MO 2799, 高尾野町

KAUM-MO 2798, 高尾野町

　熱帯・温帯域の西太平洋沿岸（南日本）の淡水・汽水域に生息する巻貝で
ある。半球型であり、カノコガイに似るが、殻表の模様は暗緑色の地に多数
の淡色の三角模様が並ぶ。アクアリウムの大定番として知られる。（木下）
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　北海道南部から九州
の日本沿岸に分布。殻
高は 8 mm以下で白っ
ぽく、殻表に顆粒列が
ある。潮間帯上部や飛
沫帯の岩礁に生息し、
上げ潮時には海水につ
からない場所に移動す
る海水逃避行動、粘液
で殻口の一部を岩に貼
り付け、つま先立ちを
したような姿勢で岩か
らの熱を避ける行動が
知られている。（山本）

腹足綱 タマキビガイ科

アラレタマキビ
Echinolittorina radiata (Souleyet 1852)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

腹足綱 タマキビガイ科

マルウズラタマキビ
Littoraria articulata (Philippi 1846)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-MO 2802, 高尾野町

　日本では四国
以南に分布し、
マングローブ林
や内湾の岩礁に
生息する。出水
市の海岸では、
転石や護岸に付
着していた。殻
高は約 15 mmで、
殻は丸く、表面
はなめらかであ
る。 殻 は 薄 く、
色は白や紫褐色で、名前の通りウズラ模様がある。アラレタマキビと同じく、
岩の上の微細な藻類を歯舌で削り取って摂餌する。（山本）

鹿児島市桜島町
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腹足綱 ウミニナ科

ウミニナ
Batillaria multiformis (Lischke 1869)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   準絶滅危惧
鹿児島 Red List   分布特性上重要

KAUM-MO 2795, 高尾野町 鹿児島市喜入町

姶良市平松

　日本では北海道南部から九州まで、太平洋側の内湾干潟や河口干潟に生息
する。殻長は 3–3.5 cm、殻の色は黒褐色または灰色で、成体は殻口に白い滑
層瘤が張り出す。近縁種のホソウミニナが直達発生であるのに対し、ウミニ
ナはプランクトン発生で繁殖を行うため、着底しやすい干潟の減少が生息数
の減少につながっている。殻の表面にツボミガイという笠型の貝がよく付い
ているが（右上写真）、両種の関係はよくわかっていない。（小林）
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腹足綱 キバウミニナ科

フトヘナタリ
Cerithidea rhizophorarum Adams 1855

IUCN Red List　―
環境省 Red List   準絶滅危惧
鹿児島 Red List   準絶滅危惧

KAUM-MO 2793, 高尾野町

KAUM-MO 2794, 高尾野町

　東京湾以南、西太平洋の内湾潮
間帯やアシ原、マングローブ林の
泥上など広く分布する。鹿児島県
の干潟にも生息する。本種は砂泥
上だけでなく、コンクリートの壁
や木に登る。沖縄などでみられる
やや小さい亜種もいるが、鹿児島
県に生息する種は大きい。殻高は
約 4 cm。螺層は太く、膨れていて、
ずんぐりしており、ソフトクリー
ムのような形をしている。殻頂が
欠けていることが多い。他の貝に
比べて大きい印象がある。殻口は
ヘナタリと異なり丸い。殻の色は変異が大きく、緑や橙色など。（土屋）
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腹足綱 キバウミニナ科

ヘナタリ
Pirenella cingulata (Gmelin 1791)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   準絶滅危惧
鹿児島 Red List   準絶滅危惧

KAUM-MO 2791, 高尾野町

KAUM-MO 2792, 高尾野町

　房総半島・山口県
北部以南、インド・
西太平洋域の汽水域、
内湾の干潟に多く生
息する。鹿児島県内
の干潟では転石帯や
砂泥中に多くみられ
る。殻高は約 2.5–3 
cm、殻口はひし形に
近く、角張っており
細長い。外唇は鋭く
尖る。フトヘナタリ
と異なり殻頂がある
ことが多い。（土屋）
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腹足綱 タマガイ科

ツメタガイ
Glossaulax didyma (Röding 1798)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

姶良市平松

腹足綱 アッキガイ科

アカニシ
Rapana venosa (Valenciennes 1846)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　日本では北海道南
部以南に分布し、内
湾の潮間帯から水深
約 50 mの細砂底に生
息。出水市の干潟で
は砂泥域でみられた。
殻高は約 9 cmあり、
殻頂は黒色。臍孔上
に半月形で褐色の臍
盤があり、臍孔の後
部を覆う。肉食性で
二枚貝の殻に穴をあ
けて食べる。（青木）

KAUM-MO 2803, 高尾野町

　日本では北海道南
部以南に分布。潮間
帯から水深 30 mま
での砂泥底に生息す
る。殻高は約 10 cm
と大型で、殻口が大
きく、殻表面の色は
薄い茶色、内側はオ
レンジ色である。肉
食で、カキやアサリ
などの殻に孔をあけ
て捕食する。水産有
用種でもあり、新鮮なものは刺身でも食べられるほか、サザエの代用品とし
て加工食品の材料になる。唾液腺にテトラミンという毒をもつ場合があるの
で、自分で捕って食べる場合は要注意である。（山本）
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腹足綱 アッキガイ科

イボニシ
Thais clavigera  (Küster 1860)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

KAUM-MO 2786, 高尾野町

高尾野町

　日本沿岸の岩礁潮間帯に
普通に生息する。殻長は約
2–3 cm。殻の色は濃い茶色
で、螺肋と縦肋が交わる結
節が盛り上がる。肉食で、
カキやフジツボなどに孔を
開ける捕食を行う。晩春か
ら夏に産卵集団を作り、岩
陰に黄色の卵塊を産みつけ
る。1980年代からメスが不
妊化するインポセックスが
問題になり、船底塗料に含
まれる有機スズが原因とさ
れた。現在、この物質の使
用は禁止されている。（山本）
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KAUM-MO 2780, 高尾野町

高尾野町

腹足綱 ムシロガイ科

アラムシロ
 Nassarius festivus (Powys 1835)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

　日本では北海道南部以南に分布し、
河口域干潟などの潮間帯泥底に生息
する。出水市の干潟では砂泥域でみ
られた。殻高は 1.5–2.0 cmあり、螺
塔はやや細く高い。縦肋は白色で太
い暗褐色の螺溝で分断され、顆粒状
である。帯状の模様をもつことが多
い。蓋は角質である。外唇は肥厚し、
小歯をもつ。干潟の表面で、伸ばし
た水管を振りながら移動し、弱った
魚や貝など、またはその新鮮な死体
を食べる。アラムシロが干潟の死骸
を食べることによって、清潔な環境
が保たれており、干潟の掃除屋とし
ての役割を果たしている。（青木）
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　三陸から九州までの岩礁潮間帯に分
布する。マツバガイ（p. 198）同様、
笠型であるが、カタツムリ類と同じ有
肺類に属している。陸貝の仲間である
本種とマツバガイなどのカサガイ目と
いう、系統的に大きく異なる生物が、
同じ環境に適応した結果よく似た形態
をもつという、収斂進化の例でもある。
本種にはシロカラマツガやキクノハナ
ガイなど、岩礁潮間帯に生息する近縁種がいるが、いずれも殻が薄く、左右
非対称の形をしている。また、体内受精を行い、岩礁上に卵塊を産み付ける
という繁殖様式は、陸貝との関係を示している（写真にみられる黄色やクリー
ム色のドーナツ状の塊が本種の卵塊である）。マツバガイなど他の笠貝同様、
歯舌で岩の表面を削り、微細藻類を摂餌する。笠貝を含む藻類食の巻貝類の
歯は、リボン状のものに小さな歯が並んだ歯舌になっており、カラマツガイ
の場合は、右写真のようにおろし金状になっている。（山本）

腹足綱 コウダカカラマツガイ科

カラマツガイ
Siphonaria japonica (Donovan 1824)

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

鹿児島市桜島町

カラマツガイの歯舌（電子顕微鏡写真）
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田金秀一郎（編）
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トクサ科 トクサ属

イヌドクサ
Equisetum ramosissimum Desf.

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

高尾野町 , 2020 年 8 月 4 日

　国内では本州から沖
縄にかけて、日当たり
の良い水質地や河川敷、
堤防などに生育するシ
ダ植物。世界的にはヨー
ロッパ、アジア、アフ
リカにまで広く分布し
ている。高尾野川河口
域では、干拓地の堤防
付近、アスファルトの
隙間から元気よく生育
している姿をみること
ができる。草丈は 40 cm前後で、茎には明瞭な節構造があり、節からは不規
則に枝をつける。茎の先端に胞子嚢穂と呼ばれる部分をつけるが、「つくし」
として有名なスギナ（E. arvense）の近縁種でもあるため、その形状はよく似
ている。(田金 )

KAG159218, 高尾野町
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コバノイシカグマ科 ワラビ属

ワラビ
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. japonicum (Nakai) Á. et D.Löve

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

高尾野町 , 2020 年 8 月 4 日

　日本全国の明るい草地に生育するシ
ダ。地下茎で旺盛に増殖し、群生する。
高尾野川では草刈りによって維持され
ている道路脇の草地に、他の植物に負
けじとたくましく生育している。食用
として最も親しまれているシダの一つ
で、食べごろのワラビの新芽はよく知
られているが、葉は展開すると大型で
1 m以上に達する。（田金）

KAG159212, 高尾野町

生のワラビにはプタキロサイドなどの
発がん性の可能性のある物質を含む毒
成分が含まれており、動物が過剰に食
べると中毒症状を起こします。この毒
素は灰や炭酸水素ナトリウイムを用い
て熱湯処理する「アク抜き」をするこ
とで消失するため、皆さんもワラビを
食べるときは丁寧なアク抜きをお忘れ
なく！
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　高尾野川周辺で
は街路樹やご神木
として道路沿いに
みられる。寿命が
非常に長い常緑の
高木。本種は日本
産広葉樹の中で最
大級の樹高になり
30  mを超える個体
も確認されている。
葉は互生し、卵形
～楕円形、両面無
毛、先端は尾状に尖り、三行脈が目立ちその基部にダニ部屋がある。葉裏は
粉白色を帯びる。葉をちぎると樟脳の香りがある。5月頃に葉の付け根から
円錐花序を伸ばす。花はクリーム色で小さく、両性花。秋には濃紫色の丸い
実をカップ状の花托の上つける。（山崎）

KAG129951, 高尾野町

クスノキ科 ニッケイ属

クスノキ
Cinnamomum camphora (L.) J. Presl

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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高尾野町 , 2020 年 8 月 4 日

　世界中の淡水域、汽水域や高塩湖に広
く分布する沈水性の多年草。高尾野川で
は干拓地の流れの穏やかな水路に生え
る。細い水中茎をよく分岐させる。葉
は長さ 5–10 cm、幅約 0.5 mmと細長く、
縁には鋸歯があり、基部の葉鞘は長さ 1.5 
cm未満。葉鞘から花序柄が水面まで伸
びて、その先端に 2つの両性花をつける。
花は花被がなく、2つのおしべと心皮 4
つからなるめしべをもつ。本種は水媒花
で花粉を水面や水中に漂わせて受粉す
る特殊な受粉方式をとる。果実の果皮は
固く、種子寿命が長いことが予想され
る。本種は一度も陸続きになったことの
ない海洋島にも分布していることから、渡り鳥の体に付着して空を飛び、分
布を広げていることが窺える。（山崎）

KAG159214, 高尾野町

カワツルモ科 カワツルモ属

カワツルモ
Ruppia maritima L.

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   準絶滅危惧
鹿児島 Red List   絶滅危惧 I 類
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　北米原産の多年
草（地域によって
は一年草）で、各
地の日当たりの良
い路傍や荒れ地な
どに広く帰化して
おり、高尾野川河
口部でもそうした
環境に点々とみら
れる。県下にはニ
ワゼキショウ（S. 
rosulatum）も広く
みられ、形態的に酷似するが、オオニワゼキショウは草丈が 20–40 cmほどと
大型で、花の直径 1 cm程度とやや小形であること、花被片の外側 3枚と内側
3枚の幅が異なる点などで識別される。ほかに黄色い花のキバナニワゼキショ
ウ（S. exile）も都市部の公園などで時折みることができる。（田金）

KAG129963, 高尾野町

アヤメ科 ニワゼキショウ属

オオニワゼキショウ
Sisyrinchium micranthum Cav.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

外来
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　南アメリカ原産の帰
化植物で、やや陰湿な
環境下にしばしば群落
を形成する。高尾野川
では下流域の護岸に生
えるメダケ類の下層植
生に、まとまった群落
をみることができる。
国内には茎や葉が緑色
で種子ができないタイ
プと、茎や葉柄、葉の
裏面などが紫色を帯び
て花が小型のタイプの 2つが知られており、前者はミドリハカタカラクサと
も呼ばれ、高尾野川でみられるのはこちらのタイプ。5月から 6月にかけて
植物体の上部に白い花を多数咲かせる。花には先端に黄色い葯をつけた雄蕊
が 6本あり、雄蕊の基部から白くて長い毛が多数生える。（田金）

KAG129991, 高尾野町

ツユクサ科 ムラサキツユクサ属

ノハカタカラクサ（ミドリハカタカラクサ）

Tradescantia flumiensis Vell.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

外来
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カヤツリグサ科 スゲ属

シラスゲ
Carex alopecuroides D. Don ex Tilloch et Taylor

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　明るい湿った草地や林内
に生える多年生のスゲ。地
下に匐枝を伸ばして生育に
適した環境では群落をつく
る。日本では全国各地にみ
られ、韓国、中国、西はネ
パールまで広く分布する。
高尾野川では河口付近に残
存する草地に少数個体が確

認された。スゲ属の分類は難しいが、シ
ラスゲは葉裏が粉をふいたような緑白色
であること、花序が先端の小穂のみが雄
性で、その下にほぼ同じサイズの雌性の
小穂を 3–5個つけることなどから、容易
に識別される。（田金）

KAG129970, 高尾野町

スゲ属の花は雄花と雌花が存在し、これら
がまとまって穂状となったものを「小穂」
という。この小穂には、雄花ばかりからな
るもの（雄小穂）、雌花ばかりのもの（雄小
穂）、基部は雄花で先端部に雌花をつけるも
の（雌雄性小穂）、またその逆（雄雌性小穂）
など様々で、スゲ属の重要な分類形質になっ
ている。高尾野川でもスゲ属の種類は多い
けれど、この点に注目すると、名前を調べ
ることが容易になります。
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カヤツリグサ科 スゲ属

ジュズスゲ
Carex ischnostachya Steud.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　北海道から九州の
林縁などに生育する
多年生のスゲ。高尾
野川河口付近の草地
にわずかにみられる。
草丈は 40 cm前後で、
匐枝を出さず、横に
広がらない。ジュズ
スゲの花茎は、先端
の小穂のみ雄性で、
その下に 3–5個の雌
性の小穂で構成され、
いずれの小穂も長さ
3–4 cm程度で直立し
ていることが本種の
特徴である。（田金）

KAG129981, 高尾野町
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カヤツリグサ科 スゲ属

アオスゲ
Carex leucochlora Bunge

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　全国の明るい
草地に生育する
多年生のスゲで、
最も普通にみる
ことのできるス
ゲのひとつ。ヒ
マラヤから東ア
ジア一帯に広く
分布する。高尾
野川でも河口付
近の草地や路傍
で普通にみるこ
とができる。匐
枝は出さず、密
に叢生し、草丈は 30 cm前後。小穂は１–2 cm程度で、花茎の先端のみ雄性で、
それより下のものは全て雌性である。（田金）

KAG129895, 高尾野町
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カヤツリグサ科 スゲ属

フサスゲ
Carex metallica H. Lév.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   絶滅危惧 I 類

高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　沿海地の明るい草地に生えるやや大型のス
ゲ。高尾野川河口域では明るい草地 1か所に数
個体が確認された。花序をつける茎は 50 cmを
超え、たわわに実った果実によって頭が垂れる。
植物体がスゲの中では比較的大型であることに
加え、先端の小穂が雌雄性でそれ以外は全て雌性あること、果胞が 7 mmと
比較的大きいことなどが本種の特徴。鹿児島県では長島町や薩摩川内市に
点々と知られていたのみで、鹿児島県RDBでは絶滅危惧 I類とされている。（田
金）

KAG129972, 高尾野町
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　全国のあまり
波の影響が及ば
ない入り江の奥
や河口の塩性湿
地に生える多年
生のスゲ。地下
茎を伸ばして広
がり、群落を形
成する。東アジ
アに広く分布
し、高尾野川で
も小規模ながら
塩性湿地に群落
が点在している。葉は細いが、質は厚くて硬い。花序は先端が雄小穂で、下
に 1–2個の雌小穂が互いに離れてつく。「クグ」はカヤツリグサ科の古い呼び
名で、漢字で書くと「塩莎草」であり、覚えやすい。（田金）

KAG129993, 高尾野町

カヤツリグサ科 スゲ属

シオクグ
Carex scabrifolia Steud.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　北海道から九州
のやや湿り気のあ
る明るい草地に生
育する多年生のス
ゲ。匐枝は出さ
ず、叢生する。草
丈は 40 cm 前後。
花茎の小穂は 2–3 
cmで、先端は雄
性、それ以外の下
部のものは雌性と
なる。スゲには「果
胞」と呼ばれる果
実を包む筒状の器
官が存在しているが、本種は果胞が乾くと黒色に変化する点や細くなった嘴
の部分が他の種に比べてやや長いことが特徴である。（田金）

KAG129962, 高尾野町

カヤツリグサ科 スゲ属

ヤワラスゲ
Carex transversa Boott

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   分布特性上重要
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イネ科 ヌカススキ属

ハナヌカススキ
Aira elegantissima Schur.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　ヨーロッパ
原 産 の 一 年
草。高尾野川
では、明るく
開けた道端や
河岸の土手な
どに生える。
茎 は 基 部 で
分枝して直立
し、草丈は高さ 40 cmほど。葉は線形で、
葉鞘とともにざらつく。穂は細かな印象
の円錐花序。長さ 2 mmほどの小花 2つ
からなる小穂をつける。小花 2つのうち
上のもののみ苞がある。本種によく似た
ヌカススキとは、小花 2つどちらも苞が
ある点で識別可能。ドライフラワーなどに利用されることがある。（山崎）

KAG129994, 高尾野町

外来
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イネ科 カラスムギ属

カラスムギ
Avena fatua L.

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　ヨーロッパ原産の一年草。日本では全
国的に広く帰化し、河原、市街地、農地
など様々な場所の明るい草地によくみら
れる。茎は鮮やかな緑色の円柱形で中空、
直立し、草丈は高さ 30–100 cmほど。葉
は長さ 10–30 cmほど、葉舌は鈍形で高
さ約 4 mmでよく目立つ。葉鞘は無毛。
穂はまばらな円錐花序で、長さ 10–20 
cm。小穂は下垂し、長さ 20–25 mm、2–3
個の小花からなる。苞穎は大きく目立つ。
護穎は黄褐色、粗い長毛があり、背面に
長く目立つ
暗褐色の屈
曲した芒を
つける。果

実は長楕円形、淡黄褐色の毛が生える。（山崎）

KAG129910, 高尾野町

外来

カラスムギの芒は種子の発芽を助
ける役割があります。芒の基部は
乾燥した状態では繊維状でぐるぐ
るに巻かれているけど、水を含む
と巻かれた繊維状の組織がほどけ
ていき、芒が回転します。芒が回
転すると、種子はドリルのように
地中に潜り込みます。



PLANTS226

植

物

イネ科 カズノコグサ属

カズノコグサ
Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   分布特性上重要

高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　日本では北海道か
ら九州まで、国外で
はアジア、北アメリ
カに広く分布する
一年草または越年
草。湿地や田んぼの
畔など湿った環境
でみられる。草丈
は高さ 30–90 cm ほ
どで、茎は太く柔らかい。葉は長さ 10–25 cm、
幅 0.5–1.5 cmの広線形で、先は尖り、表面はざ
らつく。穂は複数の穂が交互につくような形を
していて、長さは 15–35 cm。小穂は 2 列につき、長さ 3–3.5 mm、ほぼ円形
で 1–3 小花からなる。苞頴 2 個が背面をふくらました袋状となり、小花を包
むのが特徴。名前の由来は、穂にたくさんの小穂を密に付ける形が数の子に
似ていることによる。（山崎）

KAG129990, 高尾野町
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イネ科 コバンソウ属

ヒメコバンソウ
Briza minor L.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　ヨーロッパ原産の一年草。江戸時代末
期にはすでに帰化していたと言われ、本
州中部以西に広がる。高尾野川では日当
たりの良い草地などにみられる。草丈は
10–60 cm ほどで、茎は直立し全体的に細
く無毛。葉は黄緑色で直立し、長さ 5–10 
cmで線形、縁がざらつく。穂はまばらな
円錐花序で、下垂した小穂をつける。小
穂は特徴的な三角状卵形で、5–6小花か
らなる。包穎と護穎はよくみると透明で
美しい。果実は円形で、淡褐色。熟した
果序を振るとカサカサと音がすることか
ら、スズガヤの別名がある。（山崎）

KAG129958, 高尾野町

外来
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　北海道から九州、国外では朝鮮半島・
ウスリーに分布する多年草。高尾野川
では少し奥まった藪の中などに生える。
草丈は 30–100 cmほど。葉は緑色で線
形、表面はざらつく。穂は全体的に緑
白色になり下垂する。小穂は 4–7個の
小花からなり、2つの苞穎は同長。護
穎は長さ 7.5–9 mm、15–20 mmの長い
芒がある。内穎は長さ 6–6.5 mmで、内
穎は護穎より短い。本種によく似たカ
モジグサ（E. tsukushiensis var. transiens）
とは、小穂が紫色を帯び、護穎と内穎
が同長であることで識別される。（山崎）

KAG129953, 高尾野町

イネ科 エゾムギ属

アオカモジグサ
Elymus racemifer (Steud.) Tzvelev var. racemifer

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   分布特性上重要
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　アフリカ南部原産の多年
草。日本全土だけでなくア
ジア、南北アメリカ、南ヨー
ロッパ、オセアニアに広く
帰化し、日本生態学会が選
出した日本の侵略的外来種
ワースト 100、および環境
省の生態系被害防止外来種
リストに掲載されている。
1959年から法面緑化、砂防
用として北アメリカから導入したことが侵入背景
である。在来種との競合や河川敷での土砂の堆積
による環境改変が問題視されている。高尾野川で
は道端や河川敷などに生える。草丈は高さ 0.6–1.2 
m、叢生して密な大株となる。葉は長細く垂れ下が
る。穂は円錐花序でしばしば紫がかる。花枝は繊
細で、7–11小花からなる小穂を多数つける。（山崎）

KAG129989, 高尾野町

イネ科 スズメガヤ属

シナダレスズメガヤ
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　日本では北海道から九州まで、国外
では、朝鮮半島、中国に分布する多年
草。高尾野川では、木の陰になるよう
な少し湿ったところに生える。草丈は
30–60 cmほどで、茎は細い。葉は緩や
かに下垂し、長さ 8–20 cm、幅 0.1–0.3 cm、柔らかな印
象。茎の先端に長さ 10–15 cmほどの円錐花序をつける。
小穂は披針形で長さ 7–9 mm、平滑、無毛で 3–5の小
花からなる。苞穎は卵形で鈍頭、第 1 苞穎は長さ 0.8–1 
mm、第 2 苞穎は 2–2.5 mmと長さが明確に異なるのが特徴。護穎は 4–6 mm。
芒は 5–12 mm と長くよく目立つ。本種は漢字で「点火茎」と書き、茎が燃え
やすいことが由来といわれている。（山崎）

KAG129974, 高尾野町

イネ科 ウシノケグサ属

トボシガラ
Festuca parvigluma Steud.

IUCN Red List　Least Concern
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   分布特性上重要
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高尾野町 , 2020 年 5 月 29 日

　日本全土の日当たりの良いところ、
特に河原や畑の土手などに群生し、旧
世界の温帯から熱帯にかけて広く分布
する多年草。高尾野川では河川敷に多
くみられる。茎は直立し、草丈 30–80 
cmでやや華奢な印象。根茎は長く横
に這う。葉は 20–50 cmほど。穂は緩
やかに曲がる尾状で、長さ 10–20 cm、
白い長毛に覆われていることが特徴
的。本種はよく群生するため、一面に
白い穂が風になびく景色をみることが
できる。サトウキビのように糖を蓄え
る性質があるため、穂をかむとほんの
り甘い。開花前の若い花穂を「ツバナ」
といい、昔は食用にされていた。また、
本種は昔から日本人となじみのある植物
で、万葉集でもいくつかの句が詠まれている。（山崎）

KAG159101, 高尾野町

イネ科 チガヤ属

チガヤ
Imperata cylindrica (L.) Raeusch.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　ヨーロッパ原産の一年草または越年草。日本
では全国的に、海外ではアフリカ、アジア、オ
セアニア、南北アメリカに広く帰化している。
かつて飼料作物イタリアンライグラスとして栽
培されていた一方で、帰化して在来種と競合す
る性質が強いため、環境省の生態系被害防止外
来種リストに掲載されている。高尾野川では何
種類かのイネ科植物とともに、河川敷や土手
などでみられる。全体無毛で、茎は高さ 40–70 
cm。葉は線形で表面に光沢があり、明瞭な葉耳
がある。穂は分岐のない穂状花序で、小穂は長
さ約 2.5 cm、10–20個の小花からなる。小穂は
扁平で、花茎に対して斜めに交互に付く。本種は小花に芒があるが、よく似
たホソムギ（L. perenne）は芒がないことで識別される。（山崎）

KAG129976, 高尾野町

イネ科 ドクムギ属

ネズミムギ
Lolium multiflorum Lam.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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イネ科 アイアシ属

アイアシ
Phacelurus latifolius (Steud.) Ohwi

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   分布特性上重要

高尾野町 , 2020 年 8 月 4 日

　北海道から九州、国外
では、朝鮮半島、中国に
分布する多年草。河口域
や海岸沿いの丘陵地など
でみられる。茎は太くて
固く、草丈は高さ 1 m以下。
根茎は鱗片があり、横に
這う。葉は長さ 20–40 cm、
幅 1–4 cmで、中央の脈は
白い。花序は長さ 10–25 cm、少し粉白色または
汚紫色を帯び、(1–)3–12個の総が直立する。小
穂は有柄小穂と無柄小穂が交互に花軸に密着し
てつき、2小花からなり、芒は無く、第 1小花は
雄性、第 2小花は両性。和名はヨシ（アシ）に
似ているが別なものという意味が由来。葉はヨ
シとよく似ているが、穂は全く異なる。（山崎）

KAG159208, 高尾野町
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高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　本州から琉球、国外では朝鮮半島、中国南部、台湾、インド、太平洋諸島、
オーストラリアに分布する多年草。高尾野川では河口域にアイアシなどと混
生する。茎は大きいもので 4 mほどまで伸長し、木質化し、円形で中空。地
下茎が長く地中を這い、群落を形成する。葉は長さ 30–70 cm、幅 2.5–4.5 cm、
厚く大形で、普通下垂しない。穂は長さ 30–60 cmの円錐花序。小穂は長さ
1 cm以下、通常 4個の小花からなる。よく似たヨシ（P. australis）は、穂が
15–40 cmと短く、小穂の長さが 12–17 mmと長い点で識別可能。中国の西湖
に生える葦という意から別名セイコノヨシといい、ダンチク（Arundo donax）
と並び草本では草丈が最も高くなる種である。（山崎）

KAG129915, 高尾野町

イネ科 ヨシ属

セイタカヨシ
Phragmites japonicus Steud.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 29 日

　本州から九州、朝鮮半島南部に分布する一年草。高
尾野川では、道端の土手などでみられる。全体的にな
よなよした印象。草丈は高さ 30–80 cmになる。茎の基
部の 1–2個の節間が楕円形に太くなり、数珠状になるこ
とが本種の特徴で、ミゾイチゴツナギ（P. acroleuca var. 
acroleuca）の変種とされる。それ以外の形質はミゾイチ
ゴツナギに準ずる。葉は長さ 6–20 cm、幅 0.3–1 cmで多
少ざらつく。穂は円錐花序で、花序中軸の各節から 1–2
個の花枝をだし、まばらに小穂をつける。小穂は卵形で長さ 3–4 mm、4–6小
花からなる。本種は基部に肥大した節があるが、その機能は不明である。（山
崎）

KAG159103, 高尾野町

イネ科 イチゴツナギ属

タマミゾイチゴツナギ
Poa acroleuca Steud. var. submoniliformis Makino

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   準絶滅危惧
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高尾野町 , 2020 年 5 月 29 日

　日本全土、国外では東
アジアから西アジアにか
けて分布、また世界各地
に帰化している一年草ま
たは越年草。高尾野川で
は河川敷や道端、時には
アスファルトの隙間など
でみられる。草丈は高
さ 15–50 cmほどで、茎
は平滑、無毛。葉は長さ
5–10 cm、幅 0.3–0.7 cm、
質は薄く、粉緑色を帯び、両面はざらつく。葉舌は白色、薄膜質、長さ 5–6 
mm。花序は長さ 3–8 cm、多数の細かい小穂がやや密につき、後に花序枝が
開いて隙間ができる。小穂は長さ約 3 mm、1小花からなる。苞穎 2個は同形、
ほぼ同長で長さ約 2 mm、上部は 2浅裂して、その間から苞穎と同長の芒が
出る。本種によく似たハマヒエガエリ（P. monspeliensis）は芒が苞穎の倍ほ
どの長さがあることから区別される。（山崎）

KAG159100, 高尾野町

イネ科 ヒエガエリ属

ヒエガエリ
Polypogon fugax Nees ex Steud.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　ヨーロッパ原産の一年草また
は二年草。本種は密な群落を作
ることから、他の植物の定着を
抑えることを目的として果樹園
や道端の雑草管理の目的に播種
されてきたものが、逸出し、帰
化に至ったとされている。現在
では本州以南の荒れ地や道端に
広く帰化している。茎は基部で
分枝し、草丈は高さ 50 cmほど
になる。葉は線形で、縁が内側に巻き込む。穂は 20 cm
ほどの円錐花序で、多数の小穂を一方向に向けて密に
つける。小穂は長さ 8 mmほどで、3–5小花からなり、
小花は上部に短毛があり、1.5 cmほどの長い芒がある。
和名の由来は、小穂が一方向に並んでつくことで薙刀
のようにみえることによる。（山崎）

KAG129969, 高尾野町

イネ科 ナギナタガヤ属

ナギナタガヤ
Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　地中海沿岸地域原産の越年草。日本各地
の明るい草地や道端などにみられる。全体
有毛。草丈は 15–60 cmほどになり、栄養状
態で大きさが大幅に変化する。茎は切ると
黄色または乳白色の乳液が出る。根生葉は
ロゼットを呈し、茎生葉は互生し、1–2回羽
状に深く裂けて無柄。春から夏にかけて茎
の上部に長い花茎を伸ばし、直径 2–4 cmの
オレンジ色の 4弁花をつける。果実は円柱
形で、先端に 8本ほどの放射線のある柱頭
が残る。果実が十分に成熟すると、柱頭と
果実の隙間ができ、風に吹かれるとそこか
ら多数の種子がこぼれる。本種はケシと同
属ではあるが、阿片の原料となるアルカロイドを含んでいないとされている。
オレンジ色のきれいな花ではあるが、非常に繁殖力が強い外来種のため、注
意が必要である。（山崎）

KAG129982, 高尾野町

ケシ科 ケシ属

ナガミヒナゲシ
Papaver dubium L.

IUCN Red List　―
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高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　本州、四国、九州に分
布する木本性つる植物。
高尾野川では林縁部や藪
などのいたるところで樹
木に巻き付いている姿を
みることができる。つる
は右上に巻く。葉は掌状
複葉で、小葉は 5枚あり、
全縁で無毛。花序は散房

状で垂れ下がり、先端に数個の雄花、基部に
1–2個の雌花をつける。雄花雌花どちらもがく
片は 3枚（花弁はない）、雄花は淡紫色、雌花
は紅紫色で雄花より一回り大きく、雌蕊が 3–9
個ある。本種の果実は熟すと紫色でおいしい
果物だが、実際にみることは稀。ある程度樹
齢が経って大きく成長した個体でないと結実
しないと思われる。（山崎）

KAG129897, 高尾野町

アケビ科 アケビ属

アケビ
Akebia quinata (Houtt.) Decne.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   分布特性上重要
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ツヅラフジ科 アオツヅラフジ属

アオツヅラフジ
Cocculus trilobus (Thunb.) DC.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

高尾野町 , 2020 年 8 月 4 日

　日本全土に分布し、
国外では朝鮮半島、中
国の南部、フィリピン、
太平洋諸島に広く分布
する落葉性の木本性つ
る植物。高尾野川では
しばしば河口近くの林
縁や茂みなどで、他の
植物に巻き付いて生育
している姿がみられ
る。つるは右巻きで、
茎や葉は毛が密に生える。葉は互生し、広卵形
が特徴的。雌雄異株で、花序は頂生もしくは腋生。花はクリーム色で小さく
目立たない。果実は 1つの花から 6個形成され、球形で黒紫色に熟す。ブド
ウのような見た目だが、食べられない。本種によく似たツヅラフジ（Sinomenium 
acutum）は、葉や茎に毛がないことから区別される。（山崎）

KAG159210, 高尾野町
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キンポウゲ科 センニンソウ属

センニンソウ
Clematis terniflora DC.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   分布特性上重要

高尾野町 , 2020 年 8 月 4 日

　日本全土から
朝鮮半島、台湾、
中国に分布する
木本性つる植物。
高尾野川では明
るい草地や林縁
などに生える。
若い枝は緑色で、
初めは短毛があるが後に無毛または薄くなる。
葉は夏緑性または暖地では常緑性で、1回 3出
複葉 –羽状複葉、または 2回 3出複葉で、小
葉の縁は全縁。花序は頂生または腋生で、多
数の花が上を向いて咲く。花は両性花で、4枚
の白いがく片 (花弁はない )があり、めしべとおしべが多数ある。１つの花
に対し、白い長毛の生えた果実を多数つける。本種の種名の「センニン」は、
白くて長い毛のある果実を仙人の鬚に見立てたのが由来。本種はプロトアネ
モニンという有毒成分が含まれており、切り口の汁でかぶれたり皮膚炎を起
こすこともあるが、漢方としても利用されている。（山崎）

KAG159216, 高尾野町
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高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　本州、四国、九州の暖温帯、国外では韓
国と中国に分布する、繊細で柔らかい多年
草。高尾野川では柔らかい光が当あたるや
や湿った草地や林縁などに生える。地下に
塊茎を持ち、地上茎は高さ 10–35 cmほど
で軟毛がある。葉は 3出複葉で、小葉はさ
らに細かく裂ける。花はオダマキをぎゅっ
と小さくした印象で、直径 4–5 mmほどで、
白色または淡紅色、がく片と花弁は 5枚ず

つある。花弁の下部は筒状となり、きわめて短い距がある。１つの花には
9–14個の雄蕊と、2–4個の雌蕊がある。本種の種名の由来は、塊根がトリカ
ブト（烏頭）に似ているが小さいことによる。（山崎）

KAG129899, 高尾野町

キンポウゲ科 ヒメウズ属

ヒメウズ
Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino

IUCN Red List　―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　ヨーロッパ、西アジア原産の一年草。
北海道から沖縄にかけて広く帰化して
おり、各地の日当たりの良い道端や草
地に普通にみられる。高尾野川河口部
周辺でも道端や田畑の土手など随所で
みられる。葉は 3小葉でほぼ無毛のも
のが互生し、小葉は倒卵形で長さ 1 cm
前後、先端部が凹む。小さな黄色い花
が複数集まった花序を葉の付け根から
出す。一見似た仲間にクスダマツメク
サ（Trifolium campestre）、コメツブウマ
ゴヤシ（Medicago lupulina）などが存在
するが、茎がほぼ無毛で赤身を帯びる
ことが多いこと、小葉の先端部が凹む
こと、花序あたりの花数が 20花以下で
あることなどから区別される。（田金）

KAG129956, 高尾野町

マメ科 シャジクソウ属

コメツブツメクサ
Trifolium dubium Sibth.
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高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　田畑の土手や道端など
に生える越年草。国内で
は本州から沖縄にかけて、
国外ではユーラシア大陸
を中心に、世界各地に分
布、または帰化している。
高尾野川でも道端の明る
い草地に普通にみられる。秋に発芽した種子は
冬の間に茎を少しずつ伸長させ、3月頃からさ
らに旺盛に伸長し、4月になると次々と 3–4 mm
の小さな白紫色の花を咲かせる。順次果実を実
らせたと思ったら 6月には枯れて地上から姿を
消している。高尾野川では同じ仲間のカラスノエンドウ（別名ヤハズエンド
ウ、V. sativa subsp. nigra）やカスマグサ（V. tetrasperma）もみられ、しばしば
混生するが、スズメノエンドウが最も小型の花を咲かせ、果実には普通 2個
しか種子が入っていないため、識別は容易である。（田金）

KAG129911, 高尾野町

マメ科 ソラマメ属

スズメノエンドウ
Vicia hirsuta (L.) Gray
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グミ科 グミ属

アキグミ
Elaeagnus umbellata Thunb.  var. umbellata

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   分布特性上重要

高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　樹高 3 m程度の落葉
低木。東アジアに広く
分布し、日本では東北
地方南部から琉球列島
の日当たりの良い路傍
や河川敷や沿岸部の原
野などに生育する。日
本における南限は徳
之島であり、鹿児島県
レッドデータブックで
は分布特性上重要種と
して掲載されている
が、九州本土では各地でごく普通。高尾野川でも河口付近の路傍に普通にみ
ることができる。葉は楕円形で長さ 3–7 cmほど、葉の裏面全体が銀白色の鱗
状毛で覆われる。4月頃に葉のつけ根から 1–6個の花がやや下向きに咲く。（田
金）

KAG129905, 高尾野町
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高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　中国と日本の本州～九州に分布する落葉高木。
樹高は 25 mに達し、枝はよく分枝して樹冠は横に
広がる。高尾野川では植栽されたのか、道路横に
大木が並んで生えている。葉は楕円形で基部は非
対称、基部から伸びる 3つの脈が目立ち、縁には葉の先端から上半分に鋸歯
がある。花は春先の芽吹きの頃に咲き、同じ個体の中で雄花と両性花の 2種
類の花を咲かせる。果実は 9月頃から熟しはじめ、それと食べにやってきた
多くの鳥によって種子が散布される。エノキは高木にもなり、樹形も目立つ
ことから、昔の街道の一里塚に広く植えられ、旅人が木陰で休息するなど親
しまれてきた。（田金）

KAG129901, 高尾野町

アサ科 エノキ属

エノキ
Celtis sinensis Pers.

IUCN Red List　Least Concern
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高尾野町 , 2020 年 5 月 5 日

　日本では本州、四国、九
州、琉球列島、国外では韓
国、中国、ラオス、カンボ
ジア、タイ、ベトナムまで
分布する常緑の低木または
小高木。日本では主に海岸
林でみられる。若い枝は茶
褐色の軟毛が生える。葉は
単葉で互生し、しばしば枝
先に集まって付き、表面に
は光沢が、縁には鋸歯があ
り、葉裏の細脈が細かくみ
えることが特徴的。5月頃
に枝先に円錐花序を形成し、梅のようなきれいな白い花を多数つける。果実
は熟すと黒紫色になり、中に丸い種子が 1つ入っている。本種は街中でも庭
木や公園樹などとして植栽されている身近な植物である。（山崎）

KAG129959, 高尾野町

バラ科 シャリンバイ属

シャリンバイ
Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. ex Ker  var. umbellata (Thunb.) H. Ohashi

IUCN Red List　―
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　本州から琉球、国外では朝鮮半島、中国、
台湾に分布する落葉低木。明るく開けた
海岸や河原などに地面に張り付くように
して生える。枝は無毛で長さ 3–5 mmの
鉤状の刺がある。葉は互生し、長さ 4–9 
cmほどの奇数羽状複葉で、小葉は 2–4対
で縁に鋸歯がある。革質で厚みがあり、
両面とも無毛で、表面は濃緑色で光沢が
ある。托葉は上部まで葉柄と合着し、先
端に腺がある鋸歯をもつ。花は枝先に数
個ずつ付き、バラのよい香りがあり、白
くて目立つ。高尾野川では本種とノイバ
ラが自生しているが、本種のほうが日当
たりの良い、より海に近いところにみら
れる。強い日差しや乾燥に耐えるために、
光沢のある厚い葉を獲得したものと考えられる。（山崎）

KAG159211, 高尾野町

バラ科 バラ属

テリハノイバラ
Rosa luciae Rochebr. et Franch. ex Crèp.
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高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　日本では北海道か
ら九州にかけて、国
外では朝鮮半島に分
布する落葉低木。河
原、原野、林縁など
にふつうに生える。
枝はよく分枝し緑色
で、托葉の基部に
対になった鉤状の鋭い刺がある。葉は互生し、
3–4対の小葉からなる奇数羽状複葉で、縁に浅
い鋸歯があり、光沢はない。葉軸や葉裏に軟毛
が生え、さらに葉軸には小さい刺もある。托葉
は葉柄に合着し、縁はクシの歯状に切れ込む。4月に円錐花序を枝先につけ、
多数の白い花を咲かせる。果実は偽果で、萼筒が肥大したものが赤く熟す。
本種とよく似たテリハノイバラは地表を匍匐し、葉に光沢があり、無毛で、
托葉がクシの歯状に切れ込まないことで形態的に区別される。（山崎）

KAG129903, 高尾野町

バラ科 バラ属

ノイバラ
Rosa multiflora Thunb.

IUCN Red List　―
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鹿児島 Red List   分布特性上重要



PLANTS250

植

物

高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　本州（山口県）から
九州、沖縄を経て台
湾、および中国に分布
する半常緑性の木本
つる植物。沿海地の林
縁に生育し、高尾野川
では河口周辺の林縁
や茂みでみることが
できる。葉は両面と
も光沢があり、無毛。
雌雄異株で、5月上旬
に緑白色の小さな花を咲かせる。ツルウメ
モドキ（Celastrus orbiculatus）に似るが、ツ
ルウメモドキは落葉性で葉質がより薄いのに対し、テリハツルウメモドキは
半常緑性で、葉がより小型で質も厚く、また花柄の中央より上に関節がある
ことで区別される。（田金）

KAG129965, 高尾野町

ニシキギ科 ツルウメモドキ属

テリハツルウメモドキ
Celastrus punctatus Thunb.
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高尾野町 , 2020 年 5 月 29 日

　 九 州（ 熊
本、鹿児島）、
沖縄、台湾、
中国に分布す
る常緑の小低
木。鹿児島で
は海岸近くの
林縁や茂みに
普通にみられ
る。葉は対生するが枝先に集まる傾向が強く、
10 cm前後の倒卵状長楕円形で、縁に浅い鋸歯
がある。5–6月に 4枚の花弁を有する緑白色の
花を咲かせる。近縁種で同様の海岸林を好むマサキ（E. japonicus）もしばし
ば同所的に生育するが、マサキは新芽が長卵形で先端が尖ること（コクテン
ギは半円形で先端は丸い）、葉はほぼ等間隔に対生して楕円形であることなど
から容易に区別される。（田金）

KAG159113, 高尾野町

ニシキギ科 ニシキギ属

コクテンギ
Euonymus carnosus Hemsl.

IUCN Red List　Least Concern
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　北アメリカ原産の多年草。日本各
地の明るい草地や道端などにみられ
る。地上茎はすべて地中を横走する
根茎から生じて、高さ 10–50 cmほど
で有毛。葉柄は葉身と同等または長
く、托葉は非常に小さい。葉は三出
葉で小葉はハート型、しばしば平開
せず垂れ下がる。葉柄、葉身ともに
有毛。花は黄色で 5枚の花弁で構成され、花後には果柄
が下垂し、ぴんと立った長細い果実をつける。本種とよ
く似たカタバミ（O. corniculata）は匍匐する茎を盛んに出
して地表を這って広がることや、全体に毛が少なく、托
葉が大きいことなどの形質が本種と異なる。本種は第二
次世界大戦後に駐留アメリカ軍の荷物に紛れて侵入した
といわれている。本種の仲間は植物体にシュウ酸を含み、
かじると酸っぱい味がする。（山崎）

KAG129996, 高尾野町

カタバミ科 カタバミ属

オッタチカタバミ
Oxalis dillenii Jacq.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

外来



植

物

253PLANTS

高尾野町 , 2020 年 5 月 29 日

　本州から沖縄、朝鮮半
島から中国に分布する落
葉性の中高木。明るい林
縁や河川敷などに普通で、
高尾野川では路傍や河口
付近の中州のアシ原の中
に点々と生育している。枝
の先端にある芽は芽鱗で
覆われず、星状毛が密生
する。新芽は 3月末頃か
ら伸び始め、「赤芽柏」の
名の通り、赤いのが特徴。葉は 10 cm前後のやや長い
葉柄があり、葉身は卵形で基部から走る 3脈が目立つ。
雌雄別株であり、雄花を咲かせる木と雌花を咲かせる
（果実をつける）木が存在し、5–6月頃に開花する。（田
金）

KAG159112, 高尾野町

トウダイグサ科 アカメガシワ属

アカメガシワ
Mallotus japonicus (L.f.) Müll. Arg.
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高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　日本では北海道から九州まで、国外では朝
鮮半島、中国、ロシアに分布する多年草。耕
作地の畔や河川敷、高原、海岸、都市のアスファ
ルトの隙間など様々な環境に適応して生育す
るたくましい植物である。地上茎はなく、短
い地下茎がある。葉は束生し、葉身は長さ 2–9 
cmの長楕円状披針形または三角状披針形で、
先端は鈍頭。葉柄には広い翼がある。花は春
先に咲き、大型で直径約 2 cm、濃紫色。花は
5枚の花弁で構成され、両側 2枚の側弁の内側
は有毛で、背面には細長い距がある。夏から
秋にかけては閉鎖花をつけ、自殖によって多
数の種子を量産する。スミレの仲間は種皮にエラエオソームと呼ばれる脂肪
酸を含む物質が付着している。このエラエオソームをアリが好み、巣に持ち
帰ることで種子が運ばれる。種子本体にはビオリンやサニポンなどの毒性物
質が含まれているためアリが食べない。（山崎）

KAG129908, 高尾野町

スミレ科 スミレ属

スミレ
Viola mandshurica W. Becker
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高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　北アメリカ原産の越年草。全国に
広く帰化しており、高尾野川では路
傍や田畑周辺の草地などで普通にみ
ることができる。春に高さ 40 cmほ
どまで茎を伸ばし、葉のつけ根に淡
紅色で直径 5 mmほどの小さな花を
数個咲かせる。葉は互生し、柄は長
く、葉身は 5角形で 5つに深裂し、
各裂片はさらに細かく切れ込む。日
本在来で下痢止めの民間薬として有
名なゲンノショウコ（G. thunbergii）
に似るが、ゲンノショウコは葉の切
れ込みが浅く、花が紅紫色（ただし
白色のものも存在）で直径 1 cmと
大きいことから容易に区別される。
（田金） KAG129909, 高尾野町

フウロソウ科 フウロソウ属

アメリカフウロ
Geranium carolinianum L.
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高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　北アメリカ原産の越年草。日本各
地の河川敷や道端、荒れ地などの明
るい草地や裸地でよくみられる。茎
は下部からよく分枝し 0.5–1.5 mほ
どになり、上向きの毛が生える。葉
は長楕円状披針形で先端は尖頭、縁
に浅い鋸歯があり、しばしば主脈上
が赤くなる。葉柄はない。花は黄色
で、日暮れとともに開花し、朝にな
るとしぼむ。冬季はロゼット状にな
り、越冬する。本種は明治中期に渡
来したといわれている。待宵草や月
見草などといったなじみ深い花は、
本種を含む夜に花を咲かせるマツヨ
イグサ属の花を指す。（山崎）

KAG129907, 高尾野町

アカバナ科 マツヨイグサ属

メマツヨイグサ
Oenothera biennis L.
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　日本では関東以南の本州、四国、九州、
沖縄に分布する落葉高木。国外は南アジア
～東南アジア、オーストラリアにかけて広
く分布している。高尾野川では開けた河川
敷や道路沿いなどにみられる。葉は大きな
2回羽状複葉で、小葉の縁にはやや粗い鋸
歯がある。幼木ほど鋸歯が深く切れ込み、
小葉がさらに 3裂することもある。一年枝
の葉腋からやや大型の集散花序を出す。花
は両性花、花弁は 5枚で薄紫色、雄蕊は 10
個で紫色の花糸が合着して筒状となること
が特徴的。花はほのかに良い香りがある。
「栴檀（せんだん）は双葉より芳し」とい
うことわざがあるが、そのセンダンは本種
とは別のインド原産のビャクダンのこと。
（山崎）

KAG129978, 高尾野町

センダン科 センダン属

センダン
Melia azedarach L.
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高尾野町 , 2020 年 8 月 4 日

　本州 ( 神奈川県以
南 )、四国、九州 ( 奄
美大島まで )の沿海地
に分布する落葉低木。
高尾野川では河口域に
群生する。葉は互生
し、葉身は円形または
広卵形で、縁に波状の
浅い鋸歯があり、葉裏には黄灰色の星状毛が密
生する。葉柄は長さ 1–2 cm。托葉は三角状卵形
で、長さ約 1 cm、外側に星状毛が密生する。花
は夏に枝先近くの葉腋に 1–2個ずつつく。直径 5–10 cmの大きく鮮やかな黄
色の花は非常に美しい。南国の花として有名なハイビスカス（ブッソウゲ、H, 
rosa-sinensis）と同じ仲間で、おしべが多数あり、花糸が合着して筒状のおし
べ筒を作り、その中からめしべが伸びる。日本在来の種であるため、本種を
ジャパニーズハイビスカスといっても過言ではないだろう。（山崎）

KAG159217, 高尾野町

アオイ科 フヨウ属

ハマボウ
Hibiscus hamabo Siebold et Zucc.
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高尾野町 , 2020 年 8 月 4 日

　 日本の九州、琉球列島、小
笠原諸島、国外では熱帯
地域に広く分布する小低
木。日本ではもともと自生
とする場合と近年になっ
て帰化したものとされる
場合があり、地域によって
異なる。高尾野川では明る
い道端などに生えている
が、自生か帰化かは定かで
はない。茎は直立して高さ
30–100 cmほどとなり、し

ばしば下の方では木化する。葉は菱形状卵形または楕円形で、葉身の中央付
近が最も幅広く、先端は鈍頭、葉裏に星状毛が密生して灰白色をおびる。花
は葉腋に 1個または数個つけ、花柄は長さ 1–4 cm。淡黄色の 5弁花で、花弁
は多少湾曲し、花の中央部が濃くなる。（山崎）

KAG159207, 高尾野町

アオイ科 キンゴジカ属

キンゴジカ
Sida rhombifolia L. subsp. rhombifolia

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   分布特性上重要
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高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　やや湿り気のある林縁や木陰など
に生える越年草。ユーラシア大陸に
広く分布し、国内では北海道から九
州にかけてみられる。高尾野川では
河川下流沿いの草地に 1か所のみ、
十数個体の小集団が確認された。茎
は無毛で直立し、下部で数本枝分か
れをし、草丈は 40 cm程度。葉は羽
状複生で、小葉は 4–10対ほど。4月
に茎の先端に花序をつけて花を咲か
せ、5月には果実が膨らみ、その後す
ぐに枯れて地上から姿を消してしま
う。果実はホウセンカのように接触
によって裂開し、その拍子に種子が
勢いよく遠方へ飛ばされる。（田金）

KAG129904, 高尾野町

アブラナ科 タネツケバナ属

ジャニンジン
Cardamine impatiens L.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   準絶滅危惧
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　北アメリカ原産の一年
草、または越年草。全国
に広く帰化し、道端や
明るい草地などでみられ
る。高尾野川河口付近の
道端においても、個体数
は多く、普通。茎は直立
し、上部でよく分枝する。
草丈は環境によって様々
で、10 cmに満たずに花
を咲かせるものもあれ
ば、生育条件が良くて大
きくなると 40 cmを超えるものもみられる。葉は茎の下部のものは深く切れ
込んで羽状になるが、葉の上部では切れ込みが浅くなり、線形～線状倒披針
形で浅い鋸歯がある程度。花弁は 4枚で白色。果実は円形で 3 mm程度、先
端がわずかに凹む。（田金）

KAG129957, 高尾野町

アブラナ科 マメグンバイナズナ属

マメグンバイナズナ
Lepidium virginicum L.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

外来
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高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　野菜のダイ
コンが野生化
したものとさ
れる越年草。
日本各地の海
岸付近に生育
し、高尾野川
でも河口部付
近の路傍や土
手などに数多
くの個体をみ
ることができ
る。発芽した種子は根生葉を展開して冬を
越し、春先に直立する地上茎を伸ばし、3
月下旬～ 4月中旬頃に先端部に白色～淡桃
色の花を多数咲かせる。その後すぐに結実
し、6月頃には地上から姿を消す。地下部
には小さいながらも「大根」が存在し、食
べようと思えば食用にもなる。（田金）

KAG129902, 高尾野町

アブラナ科 ダイコン属

ハマダイコン
Raphanus sativus L.  var. hortensis Backer  f. raphanistroides Makino

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 29 日

　ユーラシア大陸原産
の帰化植物。北海道か
ら九州の海岸近くの浜
や埋立地などにみられ
る。一年草で、茎は直
立し、分枝しないか、
大きく成長するにつれ
て分枝し、草丈は 10–40 
cmほど。葉は互生し、長さ 5 cm未満の長楕円形で、
縁に波状の粗い鋸歯があり、葉裏は名前の通り白
色を呈する。茎上部の葉の付け根から穂状の細長
い花序を出し、小さく目立たない花を密に咲かせる。写真のものは草丈が低
く、泥を被っているために分かりづらいが、茎に紅紫色の筋が縦に複数入る
こともウラジロアカザの特徴のひとつ。（田金）

KAG159108, 高尾野町

ヒユ科 アカザ属

ウラジロアカザ
Chenopodium glaucum L.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

外来
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高尾野町 , 2020 年 8 月 4 日

　南米を除く、世界各地の塩湿地に生育
する一年草。高尾野川河口域では満潮時
には海水がかかる砂地に少数個体の生育
が確認された。ハママツナとマツナ（S. 
glauca）の開花は秋頃であり、幼い個体
では形態的にどちらも酷似していて区別
が難しい。今回の図鑑では鹿児島でこれまでに記録のあるハママツナとして
おく。成長するとマツナの方が草丈が高くなる傾向があり、また果実があれ
ば確実な同定可能である。ハママツナの果実は直径約 1.5 mmであるのに対し、
マツナの果実は直径 2.5–3.5 mmと大きい。（田金）

KAG129992, 高尾野町

ヒユ科 マツナ属

ハママツナ
Suaeda maritima L.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日
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高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　北海道から琉球列島までの
日本各地、国外では北半球の
温帯に広く分布する多年草。
田畑の土手周辺などの明るい
草地でよくみられる。高尾
野川でも水田の周辺や道端に
普通。根茎は太く短く、その
下に太い根が伸びる。地上茎
は 1本または複数あり、高さ
30–100 cmほどで、しばしば赤

みをおびる。葉は長楕円状披針形で、基部は矢じ
り形または円形に突出する。根生葉や下部の葉は
有柄だが、上部の葉ほど柄が短くなり、無柄となっ
て茎を抱く。花序は長さ 7–35 cmほどの長い円錐
花序で、多数の花をつける。雌雄異株。花は小さ
く目立たない。（山崎）

KAG129917, 高尾野町

タデ科 スイバ属

スイバ
Rumex acetosa L.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   分布特性上重要

スイバの和名は「酸い葉」が由
来で、シュウ酸などを含んでい
て噛むと酸っぱい味がします。
茎を折って皮をむくと中の芯を
食べることができますが、大量
に食べると胃腸炎や下痢になる
ため、注意が必要です。
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　世界各地に分布する 1–2年草。日本
全国の道端や荒れ地、畑地など明るく
開けた環境に生育し、高尾野川でも路
傍に普通にみられる。茎は根際からよ
く分枝して高さ 10–20 cmとなり、茎の
上部の葉の付け根から多数の白い花を
咲かせる。葉は対生し、卵形で長さ 3–5 
mmと、とても小さく、無柄で茎につく。
花は 5枚の白色の花弁があり、直径は 5 
mmほど。4–5月に咲く。本種は同じナ
デシコ科のハコベの仲間と同様の環境
に生え、姿も一見似るが、ハコベの仲
間は 5枚の花弁がそれぞれ基部まで深
く切れ込むのに対し、ノミノツヅリは
花弁が全く切れ込まないことで区別され
る。（田金）

KAG129997, 高尾野町

ナデシコ科 ノミノツヅリ属

ノミノツヅリ
Arenaria serpyllifolia L.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　ヨーロッパ原産の帰化植物。国
内では全国の海岸近くの道端や草
地などに広く帰化し、高尾野川で
も河口付近の半日陰の路傍で確認
された。草丈は 30 cmほどで、茎
には粗い毛と腺毛が生え、ややべ
とつく。葉は対生し、茎の下部の
ものはへら形だが、上部のものは
幅が細くなって広い線形となる。
花は花序の片面に偏ってつき、「シ
ロバナマンテマ」という名の通り
白色のものから、写真のように淡
紅色を帯びるものまで変異がある。
（田金）

KAG129967, 高尾野町

ナデシコ科 マンテマ属

シロバナマンテマ
Silene gallica L.  var. gallica

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

外来
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高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　ユーラシア大陸とその周
辺地域に分布する 1–2年草。
日本では全国の田畑の土手
や路傍の茂みなど、明るい草
地や荒れ地にみられる。単
に「ハコベ」と呼称するこ
ともあるが、ハコベ属の仲
間の総称と紛らわしいので、
茎が緑色のことにちなんで
「ミドリハコベ」と呼ばれる。
葉は対生し、茎の下部のものは柄があるが、上部のものは無柄となる。花弁
は白色で 5枚だが、それぞれが深く基部まで切れ込んで 10枚あるようにみ
える。花柱は 3個。高尾野川周辺にはコハコベ（S. media）やウシハコベ（S. 
aquatica）もみられるが、コハコベは茎が紫色を帯び、果実の突起が低いこと
で、ウシハコベは葉がより大きくて縁が波打つことや花柱が 5個あることな
どから区別される。（田金）

KAG129898, 高尾野町

ナデシコ科 ハコベ属

ミドリハコベ
Stellaria neglecta Weihe

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　日本全土を含む世界中の温帯～熱帯に
広く分布する一年草。畑地や市街地など
の日当たりの良いところに生え、高尾野
川でも潮がかからない道端などの明るい
場所にみられる。全体無毛で多肉質。茎
は丸くなめらかで、若干赤みをおび、草
丈 15–30 cmほどに生長する。葉は互生
し、長楕円形。花は茎の先端に無柄でつ
き、黄色で 5枚の花弁がある。果実は熟
すと上半分が帽子状に取れるカプセル状
で、中から極小の黒色の種子が多数落ち
て散布される。本種は野菜として食用に
できる。本種およびその近縁種は健康食
品としても使われ、ω–3脂肪酸を多量に
含む植物として知られている。田畑の雑
草というイメージが強いが、抜いて食べたら一石二鳥である。（山崎）

KAG129985, 高尾野町

スベリヒユ科 スベリヒユ属

スベリヒユ
Portulaca oleracea L.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　南米アメリカ原産の一年草。日本で
は 1960年代に帰化が確認されるよう
になった。高尾野川では海岸近くのア
スファルトの隙間など、乾燥していて
よく日の当たる場所にみられる。全体
的に多肉質。茎は基部からよく分枝し
て地を這う。葉は互生し、扁平な棒状
で基部に白い毛があり、ほぼ無柄。花
は茎の先端に紅紫色の 5弁花をつける。

観賞用に栽
培されるマ
ツバボタン
に比べて花
は小さい。
（山崎） KAG129986, 高尾野町

スベリヒユ科 スベリヒユ属

ヒメマツバボタン
Portulaca pilosa L.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

外来

スベリヒユの仲間などの多肉植
物は分厚い茎や葉に水を貯める
ことができて、雨の降らない日
が続いても大丈夫です。さらに、
光合成に必要な CO2の取り込み
を夜におこなうことで、強い日
差しでも水が蒸発しないように
なっています。
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　日本全土に
広く分布し、
明るい草地や
道端などどこ
でもよくみら
れる多年草。
全体有毛。茎
は地を這うよ
うに伸びて、地面に張り付くように広がる。葉
は対生し、広卵形で先端は尖り、全縁。葉裏は
しばしば赤みがかり、灰色～黒の腺点がみえる
ことが特徴。葉腋に直径 1 cm程度のかわいら
しい黄色の花を 1つずつ付ける。コナスビの由来は、果実が小さなナスに似
ていることによる。実際の果実は球形で、近年よくスーパーで売られている
長ナスの形にはあまり似ていないが、昔の品種に多い丸いナスの形にはそっ
くりである。（山崎）

KAG129955, 高尾野町

サクラソウ科 オカトラノオ属

コナスビ
Lysimachia japonica Thunb.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―



PLANTS272

植

物

高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　日本全土からアジ
ア、ヨーロッパ、ア
フリカにかけて広く
分布する一年草また
は越年草。高尾野川
では明るい草地によ
くみられる。茎は四
角く、下向きの刺状毛が生え、つる状によ
く分枝しながら他の植物に引っ掛かりなが
ら斜上して長さ 60–90 cmになる。葉は 6–8
枚が輪生し、広線形または狭倒披針形で長
さ 1–3 cm、幅 1.5–4 mm、刺状毛が生え、先
端は針状に尖り、葉柄はない。葉腋や枝先
に集散花序を出し、小さな黄緑色の花をつける。花冠は盃型で、4裂する。
果実は２個の分果でかぎ状の毛が密生し、幅は約 2 mm。この実は衣類や動
物の毛にくっつくことで、遠いところまで種子を運ぶことができる。（山崎）

KAG129912, 高尾野町

アカネ科 ヤエムグラ属

ヤエムグラ
Galium spurium L.  var. echinospermon (Wallr.) Hayek

IUCN Red List　―
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植

物

273PLANTS

高尾野町 , 2020 年 8 月 4 日

　日本全土から東
南アジアに広く
分布するつる性の
多年草。日当たり
の良いやぶや草地
にふつうにみられ
る。茎は左巻きに
ほかの植物などに絡まり、有毛。葉は対生し、
披針形から広卵形で基部はやや心形。托葉 (葉
と茎の間にある小さい葉のような器官 )が目
立つ。葉腋に花序を形成し、数個から数十個
の花をつける。花冠は長さ約 1 cmの釣鐘状で、
先は浅く 5裂し、平開し、しばしば縁が波うつ。
花冠の外側は灰白色で内側は紅紫色で有毛。本種は「屁糞葛」という非常に
かわいそうな和名であるが、その名の通り、葉や茎などをちぎって匂いを嗅
ぐと青臭い独特なにおいがする。一方で、花は甘い良い香りがする。（山崎）

KAG159213, 高尾野町

アカネ科 ヘクソカズラ属

ヘクソカズラ
Paederia foetida L.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　北アメリカ原産の一年草または短
命な多年草。日本への移入時期は定
かではない。高尾野川では明るい草
地に生える。一つの花序は 5–10個ほ
どの花からなり、花は白く、花弁は
深く裂ける。花序枝は果実が熟して
くると下垂する。果実は若いうちか
ら表面に細かな斑点のような模様が
あり、黒く熟すと光沢が出る。1つの
果実に対する種子数は 30–70個ほど
で、球状の種子の 1/3ほどの大きさの
粒が 0–4個。本種を含むイヌホオズ
キの仲間は、互いによく似ており見
分けるのが難しい。また、茎や葉は
変異が多く記載文とは異なることが
しばしばある。（山崎）

KAG129995, 高尾野町

ナス科 ナス属

テリミノイヌホオズキ
Solanum americanum Mill.

IUCN Red List　―
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高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　全国の路傍や
田畑の土手など
の明るい草地に
生育する、草丈
15–30 cmの越年
草。葉は楕円形
で、揉むとキュ
ウリのような匂
いがあり、茎の
下部につくものはやや長い柄があるが、上
部につくものは無柄。春になると長い花序
を茎の先端から伸ばし、淡青紫色で中心部
が黄色の直径 2 mmほどの小さな花を花序
の下部から次々と咲かせる。同様の環境に生える似た仲間としてハナイバナ
（Bothriospermum tenellum）があるが、ハナイバナは花を葉の付け根に 1–2個
ずつしかつけず、花の中心部は黄色ではなく白色である。（田金）

KAG129906, 高尾野町

ムラサキ科 キュウリグサ属

キュウリグサ
Trigonotis peduncularis (Trevir.) Benth. ex Hemsl.

IUCN Red List　―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　中国原産の常緑の木本性つる植物。
園芸植物として栽培されている一方で、
高尾野川の河口付近では逸出したと思
しき個体が路傍の林縁沿いなどでみつ
かっている。つるは 1–10 mほどに伸
びる。葉は対生し、5–7枚の小葉から
なる奇数羽状複葉で、縁は全縁で先端
部は尖る。枝の先端や葉腋に 5–50個
の白くてきれいな花をつけた花序を出
す。花には強い芳香があり、中国では
アロマオイルなどに利用されている。
日本で一般的に栽培されているソケ
イ（J. officinale）やオオバナソケイ（J. 
grandiflorum）に似るが、本種はがく片
が小さく 2 mm以下であること、花冠
の外側やつぼみはいつも赤色を帯びることなどから区別される。（山崎）

KAG129966, 高尾野町

モクセイ科 ソケイ属

ハゴロモジャスミン
Jasminum polyanthum Franch.

IUCN Red List　―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 29 日

　関東以南の本州、四国、
九州、沖縄に分布する常
緑低木。高尾野川では明
るい林縁にみられる。枝
葉は無毛。樹皮は灰白色
で皮目が目立つ。葉は対
生し、葉身は卵形～楕円
形、全縁で両面とものっ
ぺりとした印象を受ける。
葉柄は葉身に対して短く、長さ 4–12 mm。中国か
ら帰化しているトウネズミモチ（L. lucidum）も各地でみられるが、ネズミモ
チは葉裏から葉をみたとき葉脈が透けない点（トウネズミモチは透ける）で
容易に区別することができる。一年枝の先に長さ 5–12 cmの円錐花序をだし、
白色の小さな花を多数つける。日干しした果実は、和女貞子（わにょていし）
もしくは、女貞子（じょていし）と称する生薬になり、漢方薬として使われ
ている。（山崎）

KAG159114, 高尾野町

モクセイ科 イボタノキ属

ネズミモチ
Ligustrum japonicum Thunb.

IUCN Red List　―
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鹿児島 Red List   ―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　北アメリカ原産
の多年草。日本各
地の明るい草地や
道端などにみられ
る。茎は細く、基
部で分枝して高さ
50 cmほど。走出枝
を伸ばして分株を
作る。茎につく葉は線形で多肉質、初めはロ
ゼット状に重なるが、後には互生する。茎の
先端に穂状花序をつけ、直径 1 cmほどの紫
色で距のある仮面状花を春から夏にかけて咲
かせる。本種とよく似たオオマツバウンラン
（N. texanus）が 2020年に南さつま市から鹿児島県で初めて帰化が報告された
が、オオマツバウンランはより花が大きく、距も長く、花弁に濃紫色の筋が
入ることから区別される。（山崎）

KAG129954, 高尾野町

オオバコ科 マツバウンラン属

マツバウンラン
Nuttallanthus canadensis (L.) D. A. Sutton

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
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高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　ユーラシア、アフ
リカ原産の二年草。
明治時代に帰化した
とされており、日本
各地の明るい草地や
道端などにみられ
る。茎は基部でよく
分枝し、横に広がる。葉は茎の基部近くでは
対生するが、上部では互生し、縁には粗い鋸
歯がある。花はがく及び花弁が 4枚ずつ、お
しべは 2つ、めしべが１つで構成される。春
先に、るり色の花が一面に咲く光景は何とも
かわいらしい。「イヌノフグリ」という名前は、
果実が犬の陰嚢の形に似ていることに由来する。このイヌノフグリは本種と
同属の在来種で、まさしく犬の陰嚢のような果実を形成するが、本種の果実
はそのような形ではなくハート形をしている。（山崎）

KAG129913, 高尾野町

オオバコ科 クワガタソウ属

オオイヌノフグリ
Veronica persica Poir.

IUCN Red List　―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 29 日

　本州、四国、九州などに分布する
多年草。高尾野川では背丈の高い草
が生い茂っていない明るく開けた草
地などにみられる。全体有毛。シソ
科では珍しく茎は丸い。匍匐枝（も
しくは走出枝）を伸ばし、地面に張
り付くようにして増える。葉は切れ
込みがあり、濃緑色から少し紫がかっ
た緑色で、根生葉をよく発達させる。
花は 1 cmほどで紫色、葉腋に 2–3個
ほどつく。薬用成分が含まれていて、
古くから生薬として親しまれてきた。
乾燥させてお茶にするとおいしい。
（山崎）

KAG159107, 高尾野町

シソ科 キランソウ属

キランソウ
Ajuga decumbens Thunb.

IUCN Red List　―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 29 日

　本州、四国、
九州、沖縄に
分布する多年
草。高尾野川
ではやや湿り
気のある田ん
ぼの畔などに
みられる。茎
は高さ 10–30 cmほどで 4稜があり、
短毛がある。葉柄は 1 cmほど。葉は
対生し、葉身は卵形～広卵形で長さ
1–3 cm、幅 1–2 cm、縁に浅い鋸歯が
あり、先端は鈍頭。花序は茎の先端
につき、小さな淡桃色の唇形花が輪
状に数段つく。花は花序の下からま
ばらに咲き続ける。（山崎） KAG159104, 高尾野町

シソ科 トウバナ属

トウバナ
Clinopodium gracile (Benth.) Kuntze

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　本州、四国、九州、沖縄にみられる多
年草。高尾野川では背丈の高いアレチハ
ナガサなどに混じって開けた河川敷に
みられる。茎は高さ 0.5–1.5 mほどで、
全体に白い毛が密生し、4稜がある。葉
は対生し、深く三裂し、各裂片はさらに
羽状に切れ込む。葉が本種ほど切れ込む
シソ科は珍しく、容易に識別される。上
部の葉腋に数個ずつ淡紅色の唇形花をつける。本種は古くから乾燥させたも
のを薬草として利用され、益母草（やくもそう）とも呼ばれている。（山崎）

KAG129979, 高尾野町

シソ科 メハジキ属

メハジキ
Leonurus japonicus Houtt.

IUCN Red List　―
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高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　本州、四国、
九州、沖縄に
分布する多年
草。高尾野川
では日中は少
し陰になるよ
うなやや湿り
気のある草地
に稀にみられ
る。茎は細く
弱々しく、開出毛に覆われ、4稜がある。葉
柄は短い。葉は円心形で、長さ幅とも 1–2 
cm、縁には少数の鈍い鋸歯があり、先端は
尖り、両面に毛が生える。上部の葉腋に 2個ずつ白色～淡紫色の小さな唇形
花をつける。本種は環境省、鹿児島県ともに絶滅危惧 II類（VU）に指定さ
れている。（山崎）

KAG129973, 高尾野町

シソ科 タツナミソウ属

コナミキ
Scutellaria guilielmii A. Gray

IUCN Red List　―
環境省 Red List   絶滅危惧 II 類
鹿児島 Red List   絶滅危惧 II 類
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　本州、四国、九州に分布する多年草。高尾野
川では土壌が砂質の道脇などにふつうにみられ
る。全体有毛。茎は高さ 5–20 cmほどで 4稜が
あり、しばしば赤みを帯びる。葉柄は短い。葉
は対生し、広卵形で先端は鈍頭、基部は心形、
縁に鈍い鋸歯がある。花序は頂生し、一方向に
偏って青紫色～淡紅紫色の花をつける。花冠は
唇形で、筒部が長く、基部で急に曲がって直立
する。萼は 2唇形で、上唇の背に丸い膨らみが
あるのが属の特徴でもある。本種はタツナミ
ソウの海岸型の変種とされ、タツナミソウ（S. 
indica var. indica）に比べて全体的に小型である。（山崎）

KAG129960, 高尾野町

シソ科 タツナミソウ属

コバノタツナミ
Scutellaria indica L. var. parvifolia (Makino) Makino

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　ヨーロッパ西部原産の半寄生の一年草
で、マメ科、イネ科などに寄生する。高
尾野川では河川敷や道端で稀にみられる。
全体に白毛、粘りのある腺毛がある。茎は
直立し分枝せず、高さ 40 cmほどになる。
葉は対生し、狭卵形で先端は鋭頭、鋸歯が
ある。葉柄はない。葉腋に 2つずつ黄色い
かわいらしい花を咲かせる。半寄生植物と
は、自ら光合成を行う一方、他の植物の根
に寄生し養分を得る植物である。本種に関
しては、あまり宿主の選好性がないといわ
れており、さまざまな在来種への影響が懸
念されている。（山崎） KAG129988, 高尾野町

ハマウツボ科 セイヨウヒキヨモギ属

セイヨウヒキヨモギ
Parentucellia viscosa (L.) Caruel

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　南アメリカ原産の 多
年草。高尾野川では 日
の良く当たる河川敷
や道端などに、様々
な外来種とともにみ
られる。全体に剛毛
が生え、ざらざらし
た質感。茎は直立し、断面が四角形で、高
さ 2 mほどまで生長する。葉は対生し、無柄
で茎を抱かずにつく。葉身は広線形で、縁に
粗い鋸歯が上部にのみある。茎の上部が盛ん
に分枝し、長さ 2–3 cmの穂状花序をつける。
花冠は小さく直径 3 mmほどだが、よくみる
と 5裂したライラック色のかわいらしい花
である。本種によく似たヤナギハナガサ（V. 
bonariensis）は茎が中空で、花冠が大きく、
ダキバアレチハナガサ（V. × incompta）は葉
の茎を抱くことから区別される。（山崎） KAG129977, 高尾野町

クマツヅラ科 クマツヅラ属

アレチハナガサ
Verbena brasiliensis Vell.

IUCN Red List　―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　北アメリカ原産の一年草。
本州から九州にかけて帰化
し、各地の路傍にやや普通に
みられる。茎は普通１本が分枝せずに直立し、10–30 cm程度で多数の葉を無
柄でつける。葉は長さ 2 cm前後で、縁に鋸歯があり、基部は心形で茎を抱く。
茎の伸長とともに、5–6月頃に茎の上部にキキョウの花を小さくしたような
直径約 1.5 cmの鮮紫色の花を次々と咲かせていく。一方で、茎の下部には花
冠が退化した閉鎖花をつけることが知られている。（田金）

KAG129987, 高尾野町

キキョウ科 キキョウソウ属

キキョウソウ
Triodanis perfoliata (L.) Nieuwl.

IUCN Red List　―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 29 日

　本州（中部地方以西）、
四国、九州に分布するキ
ク科の多年草。明るい～
半日陰のやや湿った道端
に普通にみられる。茎は
直立、ときに斜上し、上
部でよく分枝して先端に
淡紫色の舌状花をもつ直径 3 cmほどの花を 1つず
つつける。葉は長楕円形で長さ 3–8 cm、縁に粗い
鋸歯がある。開花は 9月頃からが普通だが、5月末
からでも田畑の畔などで点々と咲いている個体がみつかる。九州南部から沖
縄にかけては、全体的に小型のコヨメナ（A. indicus）も分布する。（田金）

KAG159098, 高尾野町

キク科 シオン属

ヨメナ
Aster yomena (Kitam.) Honda

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   分布特性上重要
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高尾野町 , 2020 年 5 月 29 日

　熱帯アメリカ原産の帰化植物。世界の熱帯地域に広く帰化しており、国内
では本州から沖縄各地の道端や空き地などに生える。一年草で、茎は直立し
て草丈 30–100 cmで開花に至る。葉は 2–3回羽状に切れ込み、辺縁にはやや
粗い鋸歯がある。花は黄色い筒状花のみで構成され、舌状花はふつうみられ
ない。果実には先端部に 3–4本の逆刺のある刺（冠毛）があり、ズボンなど
の衣類にくっついて運ばれる。白色の舌状花を有するもので頭花が直径約 2 
cmのコシロノセンダングサ（var. minor）や直径約 3 cmのタチノアワユキセ
ンダングサ（オオバナセンダングサ）（var. radiata）も鹿児島には分布し、こ
れらは遠くからでも咲いている姿がよく目立つ。（田金）

KAG159099, 高尾野町

キク科 センダングサ属

コセンダングサ
Bidens pilosa L.  var. pilosa

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　南アメリカ原産の帰化植物。国内では
本州から沖縄にかけて広く帰化してい
る。高尾野川河口部をはじめ、県内では
路傍や荒れ地などで普通にみられる。冬
は根生葉だけ姿で越冬する越年草であ
り、春になると茎を伸ばし、草丈 50–150 
cmで開花に至る。茎は硬く直立し、や
や密に白色の毛が生え、上方では数多く
分岐を繰り返して先端に多数の花をつけ
る。葉は長楕円形～狭倒卵形で浅い鋸歯
があるが、茎の上部のものほど小型にな
り、鋸歯も消失する。舌状花は柱頭より
短く、目立たない。似た仲間としてヒメ
ムカシヨモギ（C. canadensis）も普通に
みられるが、こちらは茎や葉の毛が少なく、舌状花は長さが 1 mmあり、オ
オアレチノギクより目立つ。（田金）

KAG129952, 高尾野町

キク科 イズハハコ属

オオアレチノギク
Conyza sumatrensis (Retz.) E. H. Walker

IUCN Red List　―
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高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　明るく開けた
空き地や田畑の
畔などの草地
にみられる越年
草。本州から沖
縄にかけて分布
し、国外での分
布は、西はヒマ
ラヤ、南はオー
ストラリアま
でと広範におよ
ぶ。花は一見ア
ザミに似るが、
茎や葉にトゲはなく、触っても痛くない。葉は羽状に深裂し、裏面には白色
の毛が密生する点も本種の大きな特徴のひとつ。4月に茎の先端に直径約 2.5 
cmの淡紅紫花の花を咲かせる。（田金）

KAG129896, 高尾野町

キク科 キツネアザミ属

キツネアザミ
Hemistepta lyrata Bunge

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　マダガスカル原産の帰化植物。明るい
道端や荒れ地に生育する、草丈 40–60 cm
の一年草、または多年草。鹿児島には
1986年に最初の記録があり、徐々に分布
を広げて出水まで至ったと考えられてい
る。高尾野川河口部ではまだ少ないが、
上流部のダム周辺の道端や水量の少ない
時のダム湖畔では一帯が黄色になるほど

の大規模
な群落が
みられる。
茎や葉は
無 毛。 一
年を通し
て、直径約 2 cmの黄色い花を咲かせ、多数の
種子を量産する。（田金）

KAG129968, 高尾野町

キク科 キオン属

ナルトサワギク
Senecio madagascariensis Poir.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
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ナルトサワギクはその旺盛な繁殖力
で急速に分布を広げ、在来の野生種
の生育地を奪うことから、外来生物
法により環境省が定める特定外来生
物に指定されています。花が綺麗だ
からといって持ち帰ったりせず、積
極的に駆除するよう心がけよう。許
可なく栽培することは法律で禁止さ
れています。
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高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　路傍や田畑の周縁の明るい草地などに生える二年
草。もともとはヨーロッパ原産で、世界中に広がり、
日本へは中国を経て有史以前に帰化したものと考え
られている。草丈は 50–80 cmで、茎を傷つけると切
り口から白い液が出る。葉は長さ 10–20 cmで、茎の
下部のものは深く羽状に切れ込むが、上部のものは
切れ込まずに辺縁に鋸歯がある。鋸歯の先端はしば
しば写真のように刺状となるが、触っても痛くない。
葉の基部が茎を抱くのも特徴のひとつ。4月頃に黄
色い花を咲かせる。（田金）

KAG129916, 高尾野町

キク科 ノゲシ属

ノゲシ
Sonchus oleraceus L.

IUCN Red List　―
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高尾野町 , 2020 年 8 月 4 日

　北アメリカ原産の帰化植物で、明るいやや
湿り気のある路傍や埋立地などにみられる。
国内には本州から沖縄にかけて帰化しており、
高尾野川では河口付近の中州に小群落が確認
された。越年草で、茎や葉は無毛。茎は直立し、
上部で多数の枝を茎から 40°前後の角度で分枝
して「ホウキ」のような草姿となる。葉は線
形で長さ 6 cm程度。分岐した枝の先端に花序
をつけ、花は直径 4 mm程度と小さいが、周囲
に白色の舌状花が認められる。（田金）

KAG159215, 高尾野町

キク科 ホウキギク属

ホウキギク
Symphyotrichum subulatum (Michx.) G. L. Nesom var. subulatum

IUCN Red List　―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 29 日

　 ヨーロッパ原産の帰化植物。
日本各地の道端や荒れ地など
に普通にみられる。多年草
で、羽状に浅裂～深裂した葉
をロゼット状に展開し、高さ
10–20 cmの花茎をつけ、先
端に黄色い花を咲かせる。日
本在来のタンポポとは写真の

ように総苞片が反曲することで区別されるが、日
本でみられるセイヨウタンポポの多くは日本在来
のタンポポとの雑種に由来していることが知られ
ている。（田金）

KAG159115, 高尾野町

キク科 タンポポ属

セイヨウタンポポ
Taraxacum officinale Weber ex F. H. Wigg.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―

外来

セイヨウタンポポを含む外来
タンポポ種群は環境省の生態
系被害防止外来種リストに掲
載されています。繁殖力が強
く、在来種との雑種が全国的
にみられ、遺伝的攪乱が既に
広く起こっています。
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高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　日本や中国など
の東アジアとその
近隣諸国に分布す
る 1年草、または
越年草。現在はア
フリカやアメリカ
大陸をはじめ、世
界各地に広く帰化
している。高尾野川周辺では道端や空き地、田
畑の畔などに普通にみられる。葉は羽状に中裂
～深裂し、発芽後はロゼット状の根生葉でしば
らく生活した後に、15–30 cmほどの花茎を伸ばして先端に直径約 8 mmほど
の黄色い花を多数咲かせる。開花は春に同調して多くみられるが、発芽から
開花までのサイクルが短く、ほぼ一年中咲いている。アカオニタビラコ（subsp. 
elstonii）やアオオニタビラコ（subsp. japonica）をはじめ、形態や生活型が異
なるいくつかのタイプが知られている。（田金）

KAG129914, 高尾野町

キク科 オニタビラコ属

オニタビラコ
Youngia japonica (L.) DC.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　東北地方南部以南の各地、韓国、
台湾、中国南部などに分布する常
緑低木。高尾野川では河口付近の
明るい林縁などにみられる。樹皮
は灰白色。葉は互生のものが枝先
にややまとまってつき、葉身は倒
卵形で全縁、表面には光沢があり、
主脈が白く目立つ。葉柄は 0.5–1 
cm。枝や葉は傷つけると青臭い独
特な臭いがある。枝先に集散花序を出し、直径 2 cmほ
どの白い花を多数つける。花は香りがよい。本種は雌雄
異株であり、雄花ではめしべが不稔で、雌花では葯の発
達が悪くなる。トベラの由来は、枝や葉の臭気が魔除け
に効果があると信じられていたため、節分にトベラの枝
を戸口に指して疫鬼を追い払った風習から、「扉の木」、
「扉」と呼ばれるようになったことによる。（山崎）

KAG129964, 高尾野町

トベラ科 トベラ属

トベラ
Pittosporum tobira (Thunb.) W. T. Aiton

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　国内では北海道南部から沖縄にか
けて分布する、常緑の木本つる植物。
国外では朝鮮半島、中国、台湾に分
布する。葉は互生し、若いときをは
じめ、普通は浅く 3（または 5）裂
する三角形だが、花序のつく枝では
縁が切れ込まない倒卵形の葉をつけ
る。11月頃に枝先に花を咲かせ、果
実は冬を越して 5月頃に黒色に熟す。
ブドウ科の落葉性の木本つる植物の
ツタ（Parthenocissus tricuspidata）を
「夏蔦」と呼称する対し、常緑のキ
ヅタは「冬蔦」とも呼ばれる。（田金）

KAG129971, 高尾野町

ウコギ科 キヅタ属

キヅタ
Hedera rhombea (Miq.) Bean

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   ―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　日本全土、中国、韓国に分布する二年草。
明るい～半日陰の路傍、藪などの草地に生
育する。草丈は 20–70 cmで、茎には下向
きの毛がある。葉は互生し、3回 3出羽状
に切れ込み、両面とも短毛が生える。5月
頃に白色の花を咲かせる。通常は花弁の縁や果実の先端が赤紫色を帯びるが、
日陰に生育すると、写真のように赤紫色を帯びないこともある。果実は長さ
約 5 mmで、刺毛が密に生え、衣類にくっついて運ばれる。（田金）

KAG129975, 高尾野町

セリ科 ヤブジラミ属

オヤブジラミ
Torilis scabra (Thunb.) DC.

IUCN Red List　―
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高尾野町 , 2020 年 4 月 5 日

　本州（伊豆半島、山口県）、九州、沖縄、
に分布する常緑の小高木。高尾野川周
辺では道沿いのわずかに残る林縁部に
少数個体が生育する。葉は対生し、葉
柄は約 2 cm、葉身は両面とも無毛で光
沢があり、倒楕円形で長さ 15 cm前後、
縁には上部に浅い鋸歯がある。春先に
枝先に直径 15 cmほどの花序をつけ、
高尾野川では 4月頃に白色で直径約 7 
mmの小さな花を多数咲かせる。九州
本土には常緑のガマズミ属はハクサ
ンボクとサンゴジュ（V. odoratissimum 
var. awabuki）が分布しており、サンゴ
ジュは高さ 20 mに達する高木で、葉
が長楕円形であることでハクサンボク
と区別される。（田金）

KAG129892, 高尾野町

ガマズミ科 ガマズミ属

ハクサンボク
Viburnum japonicum (Thunb.) Spreng.

IUCN Red List　―
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高尾野町 , 2020 年 5 月 6 日

　高尾野川河口域では
路傍の茂みなどに普通
にみられる木本つる植
物。若いときには柔ら
かい毛が若い枝や葉に
生える。葉は対生し、
ほぼ楕円形で長さ 3–5 
cmほど。幼い個体の
葉には深く切れ込みが
ある。5月上旬に花を
咲かせ、花色ははじめ
白色で 1日経つと淡黄色に変化し、花粉を運ぶ昆
虫が新鮮な花により訪花しやすいよう機能してい
る。長い花筒の奥には蜜が詰まっており、甘くて
おいしい。秋～冬にかけて黒色の液果をつけ、そ
れを食べた鳥によって種子が散布される。（田金）

KAG129950, 高尾野町

スイカズラ科 スイカズラ属

スイカズラ
Lonicera japonica Thunb.

IUCN Red List　―
環境省 Red List   ―
鹿児島 Red List   分布特性上重要

スイカズラは日本、韓国、中国、
台湾に自生している植物ですが、
アメリカやヨーロッパでは観賞
用に導入されたものが帰化し、
森林や住宅地などあちこちに繁
茂して有害な外来植物として大
問題になっています。
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　標準和名索引
　ア
アイアシ 233 植
アオアシシギ 33 鳥
アオカモジグサ 228 植
アオサギ 22 鳥
アオジ 50 鳥
アオスゲ 220 植
アオツヅラフジ 240 植
アカアシシギ 34 鳥
アカエイ 52 魚
アカオビシマハゼ 116 魚
アカササノハベラ 84 魚
アカテガニ 177 甲
アカニシ 207 貝
アカメガシワ 253 植
アキグミ 245 植
アケビ 239 植
アシシロハゼ 91 魚
アシハラガニ 162 甲
アベハゼ 107 魚
アマツバメ 27 鳥
アミ科未同定種 128 甲
アメリカフウロ 255 植
アユ 60 魚
アラムシロ 209 貝
アラレタマキビ 203 貝
アリスイ 38 鳥
アレチハナガサ 286 植
　イ
イシガニ 156 甲
イシダタミ 200 貝
イシマキガイ 202 貝
イソガニ 170 甲
イソカニダマシ 150 甲
イソシギ 29 鳥
イソヒヨドリ 46 鳥
イソミミズハゼ 106 魚
イダテンギンポ 86 魚
イヌドクサ 212 植
イボニシ 208 貝
イワツバメ 42 鳥
　ウ
ウグイス 45 鳥
ウミニナ 204 貝
ウミネコ 35 鳥
ウラジロアカザ 263 植
ウロハゼ 99 魚
　エ
エノキ 246 植
エビジャコ属の一種 143 甲
　オ
オウギガニ 159 甲
オオアレチノギク 290 植
オオイヌノフグリ 279 植
オオジュリン 50 鳥
オオセグロカモメ 35 鳥
オオソリハシシギ 31 鳥
オオタカ 37 鳥
オオニワゼキショウ 216 植

オオバン 26 鳥
オオヒライソガニ 175 甲
オカヨシガモ 17 鳥
オキシジミ 197 貝
オキナワヒライソガニ 166 甲
オキナワヤワラガニ 154 甲
オサガニ 187 甲
オッタチカタバミ 252 植
オトヒメスナモグリ 144 甲
オトヒメテッポウエビ 140 甲
オナガガモ 14 鳥
オニタビラコ 296 植
オヤブジラミ 299 植
　カ
カイツブリ 20 鳥
カギヅメピンノ 182 甲
カクベンケイガニ 179 甲
カサゴ 68 魚
カズノコグサ 226 植
カムルチー 117 魚
カラスムギ 225 植
カラマツガイ 210 貝
カリガネエガイ 194 貝
カルガモ 17 鳥
カワアナゴ 89 魚
カワウ 21 鳥
カワセミ 38 鳥
カワツルモ 215 植
カワラヒワ 49 鳥
ガンテンイシヨウジ 62 魚
カンムリカイツブリ 19 鳥
　キ
キアシシギ 32 鳥
キキョウソウ 287 植
キジバト 20 鳥
キセキレイ 48 鳥
キチヌ 77 魚
キヅタ 298 植
キツネアザミ 291 植
ギマ 119 魚
キュウリグサ 275 植
キョウジョシギ 30 鳥
キランソウ 280 植
ギンガメアジ 73 魚
キンクロハジロ 18 鳥
キンゴジカ 259 植
キンセンガニ 151 甲
ギンブナ 56 魚
　ク
クサシギ 33 鳥
クサフグ 121 魚
クジャクガイ 194 貝
クスノキ 214 植
クボハゼ 102 魚
クボミテッポウエビ 141 甲
クマノコガイ 199 貝
クルマエビ科未同定種 129 甲
クロコハゼ 95 魚
クロダイ 78 魚

クロツラヘラサギ 24 鳥
クロベンケイガニ 176 甲
　ケ
ケガキ 195 貝
ケフサイソガニ 169 甲
　コ
コイ 57 魚
ゴイサギ 23 鳥
コガモ 14 鳥
コクテンギ 251 植
コクマルガラス 40 鳥
ゴクラクハゼ 112 魚
コサギ 22 鳥
コシアカツバメ 43 鳥
コショウダイ 76 魚
コセンダングサ 289 植
コチドリ 28 鳥
コツブムシ科未同定種 127 甲
コトヒキ 82 魚
コナスビ 271 植
コナミキ 283 植
コノシロ 55 魚
コバノタツナミ 284 植
コバンザメ 72 魚
コボラ 64 魚
コメツキガニ 185 甲
コメツブツメクサ 243 植
　サ
サザナミフグ 120 魚
　シ
シオクグ 222 植
シナダレスズメガヤ 229 植
シマアジ 16 鳥
シマイサキ 81 魚
ジャニンジン 260 植
シャリンバイ 247 植
ジュズスゲ 219 植
ショウドウツバメ 44 鳥
シラウオ 61 魚
シラスゲ 218 植
シラタエビ 130 甲
シロウオ 104 魚
シロギス 80 魚
シロチドリ 27 鳥
シロバナマンテマ 267 植
　ス
スイカズラ 301 植
スイバ 265 植
スガイ 200 貝
スジエビモドキ 134 甲
スズガモ 19 鳥
スズキ 70 魚
スズメ 47 鳥
スズメノエンドウ 244 植
スナウミナナフシ科未同定種 125 甲
スネナガイソガニ 168 甲
スベリヒユ 269 植
スミウキゴリ 101 魚
スミレ 254 植
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　セ
セイタカヨシ 234 植
セイヨウタンポポ 295 植
セイヨウヒキヨモギ 285 植
セグロカモメ 36 鳥
セジロムラサキエビ 139 甲
セスジボラ 63 魚
セダカダイミョウサギ 75 魚
センダン 257 植
センニンソウ 241 植
　ソ
ソリハシシギ 34 鳥
　タ
ダイサギ 21 鳥
タイリクバラタナゴ 58 魚
タイワンガザミ 157 甲
タイワンヒライソモドキ 174 甲
タカノケフサイソガニ 172 甲
タゲリ 29 鳥
ダツ 67 魚
タビラクチ 93 魚
タマミゾイチゴツナギ 235 植
　チ
チガヤ 231 植
チクゼンハゼ 103 魚
チゴイワガニ 186 甲
チゴガニ 184 甲
チチブ 115 魚
チュウシャクシギ 32 鳥
チワラスボ 113 魚
　ツ
ツグミ 47 鳥
ツノダシヤワラガニ 153 甲
ツバクロエイ 53 魚
ツバメ 43 鳥
ツバメコノシロ 83 魚
ツマグロスジハゼ 92 魚
ツメタガイ 207 貝
ツリスガラ 42 鳥
　テ
テッポウエビ 135 甲
テッポウエビ属の一種 1 137 甲
テッポウエビ属の一種 2 138 甲
テナガエビ 132 甲
テリハツルウメモドキ 250 植
テリハノイバラ 248 植
テリミノイヌホオズキ 274 植
　ト
トウネン 31 鳥
トウバナ 281 植
トウヨウイシガニ 155 甲
トゲアシヒライソガニモドキ 173 甲
トサカギンポ 85 魚
トビ 37 鳥
トビハゼ 109 魚
トベラ 297 植
トボシガラ 230 植
トリウミアカイソモドキ 163 甲
ドロメ 94 魚
ドンコ 88 魚
　ナ
ナガミヒナゲシ 238 植
ナギナタガヤ 237 植
ナベヅル 24 鳥

ナマズ 59 魚
ナルトサワギク 292 植
　ニ
ニホンウナギ 54 魚
ニホンスナモグリ 146 甲
　ヌ
ヌマチチブ 114 魚
　ネ
ネズミゴチ 87 魚
ネズミムギ 232 植
ネズミモチ 277 植
　ノ
ノイバラ 249 植
ノゲシ 293 植
ノハカタカラクサ 217 植
ノボリハゼ 108 魚
ノミノツヅリ 266 植
　ハ
ハクサンボク 300 植
ハクセキレイ 48 鳥
ハクセンシオマネキ 190 甲
ハゴロモジャスミン 276 植
ハサミシャコエビ 147 甲
ハシブトガラス 41 鳥
ハシボソガラス 40 鳥
ハナヌカススキ 224 植
ハマガニ 160 甲
ハマグリ 197 貝
ハマシギ 30 鳥
ハマダイコン 262 植
ハマボウ 258 植
ハママツナ 264 植
ハヤブサ 39 鳥
ハルマンスナモグリ 145 甲
バン 26 鳥
　ヒ
ヒイラギ 74 魚
ヒエガエリ 236 植
ヒガンフグ 122 魚
ヒドリガモ 15 鳥
ヒナハゼ 111 魚
ヒメアカイソガニ 164 甲
ヒメアシハラガニ 161 甲
ヒメウズ 242 植
ヒメカノコ 201 貝
ヒメケフサイソガニ 171 甲
ヒメコバンソウ 227 植
ヒメトラフシャコ 124 甲
ヒメハゼ 97 魚
ヒメハゼ属の一種 98 魚
ヒメマツバボタン 270 植
ヒメヤマトオサガニ 188 甲
ヒモハゼ 96 魚
ヒヨドリ 44 鳥
ヒライソガニ 165 甲
ヒラピンノ 183 甲
ヒラメ 118 魚
ビリンゴ 100 魚
　フ
フクロムシ科未同定種 126 甲
フサスゲ 221 植
フジテガニ 178 甲
フタバカクガニ 180 甲
フトヘナタリ 205 貝

ブルーギル 71 魚
　ヘ
ヘクソカズラ 273 植
ヘダイ 79 魚
ヘナタリ 206 貝
ヘラサギ 23 鳥
ヘラムシ科未同定種 128 甲
ベンケイガニ 181 甲
　ホ
ホウキギク 294 植
ホオジロ 49 鳥
ホシハジロ 18 鳥
ボラ 65 魚
　マ
マガモ 16 鳥
マキトラノオガニ 158 甲
マゴチ 69 魚
マサゴハゼ 110 魚
マツバウンラン 278 植
マツバガイ 198 貝
マテガイ 196 貝
マドカアナジャコヤドリムシ 126 甲
マナヅル 25 鳥
マハゼ 90 魚
マメグンバイナズナ 261 植
マメコブシガニ 152 甲
マルウズラタマキビ 203 貝
マングローブテッポウエビ 136 甲
　ミ
ミサゴ 36 鳥
ミゾレヌマエビ 142 甲
ミドリハカタカラクサ 217 植
ミドリハコベ 268 植
ミナミテナガエビ 131 甲
ミナミメダカ 66 魚
ミミズハゼ 105 魚
ミヤマガラス 41 鳥
　ム
ムクドリ 46 鳥
ムツハアリアケガニ 191 甲
　メ
メジロ 45 鳥
メダイチドリ 28 鳥
メハジキ 282 植
メマツヨイグサ 256 植
　モ
モクズガニ 167 甲
モズ 39 鳥
　ヤ
ヤエムグラ 272 植
ヤマトオサガニ 189 甲
ヤワラスゲ 223 植
　ユ
ユウシオガイ 196 貝
ユビナガスジエビ 133 甲
ユビナガホンヤドカリ 149 甲
　ヨ
ヨコヤアナジャコ 148 甲
ヨシガモ 15 鳥
ヨメナ 288 植
　ワ
ワラビ 213 植
ワレカラ科未同定種 125 甲

—
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　学名索引
　A
Acanthogobius flavimanus 90 魚
Acanthogobius lactipes 91 魚
Acanthogobius sp. 92 魚
Acanthopagrus latus 77 魚
Acanthopagrus schlegelii 78 魚
Acanthosquilla multifasciata 124 甲
Accipiter gentilis fujiyamae 37 鳥
Acmaeopleura parvula 164 甲
Actitis hypoleucos 29 鳥
Aira elegantissima 224 植
Ajuga decumbens 280 植
Akebia quinata 239 植
Alcedo atthis bengalensis 38 鳥
Alpheus brevicristatus 135 甲
Alpheus sp. 136 甲
Alpheus sp. 2 138 甲
Alpheus sp. E 137 甲
Anas acuta 14 鳥
Anas crecca crecca 14 鳥
Anas falcata 15 鳥
Anas penelope 15 鳥
Anas platyrhynchos platyrhynchos 16 鳥
Anas querquedula 16 鳥
Anas strepera strepera 17 鳥
Anas zonorhyncha 17 鳥
Anguilla japonica 54 魚
Apocryptodon punctatus 93 魚
Apus pacificus kanoi 27 鳥
Arcotheres alcocki 183 甲
Ardea alba alba 21 鳥
Ardea cinerea jouyi 22 鳥
Arenaria interpres interpres 30 鳥
Arenaria serpyllifolia 266 植
Arothron hispidus 120 魚
Aster yomena 288 植
Athanas japonicus 139 甲
Austruca lactea 190 甲
Automate dolichognatha 140 甲
Avena fatua 225 植
Aythya ferina 18 鳥
Aythya fuligula 18 鳥
Aythya marila marila 19 鳥
　B
Barbatia virescens 194 貝
Batillaria multiformis 204 貝
Beckmannia syzigachne 226 植
Bidens pilosa var. pilosa 289 植
Briza minor 227 植
　C
Calidris alpina sakhalina 30 鳥
Calidris ruficollis 31 鳥
Calliaxina sakaii 144 甲
Camptandrium sexdentatum 191 甲
Caranx sexfasciatus 73 魚
Carassius sp. 56 魚
Cardamine impatiens 260 植
Carex alopecuroides 218 植

Carex ischnostachya 219 植
Carex leucochlora 220 植
Carex metallica 221 植
Carex scabrifolia 222 植
Carex transversa 223 植
Caridina leucosticta 142 甲
Celastrus punctatus 250 植
Cellana nigrolineata 198 貝
Celtis sinensis 246 植
Cerithidea rhizophorarum 205 貝
Chaenogobius gulosus 94 魚
Channa argus 117 魚
Charadrius alexandrinus dealbatus 27 鳥
Charadrius dubius curonicus 28 鳥
Charadrius mongolus stegmanni 28 鳥
Charybdis (Charybdis) japonica 156 甲
Charybdis (Charybdis) orientalis 155 甲
Chasmagnathus convexus 160 甲
Chelon lauvergnii 63 魚
Chelon macrolepis 64 魚
Chenopodium glaucum 263 植
Chiromantes dehaani 176 甲
Chiromantes haematocheir 177 甲
Chloris sinica minor 49 鳥
Chlorostoma xanthostigma 199 貝
Cinnamomum camphora 214 植
Clematis terniflora 241 植
Clinopodium gracile 281 植
Clistocoeloma villosum 178 甲
Clithon oualaniensis 201 貝
Clithon retropictus 202 貝
Cocculus trilobus 240 植
Conyza sumatrensis 290 植
Corvus corone orientalis 40 鳥
Corvus dauuricus 40 鳥
Corvus frugilegus pastinator 41 鳥
Corvus macrorhynchos japonensis 41 鳥
Crangon sp. 143 甲
Cyclina sinensis 197 貝
Cyprinus carpio 57 魚
　D
Delichon urbica dasypus 42 鳥
Drombus sp. 95 魚
　E
Echeneis naucrates 72 魚
Echinolittorina radiata 203 貝
Egretta garzetta garzetta 22 鳥
Elaeagnus umbellata var. umbellata 245 植
Eleotris oxycephala 89 魚
Elymus racemifer var. racemifer 228 植
Emberiza cioides ciopsis 49 鳥
Emberiza schoeniclus pyrrhulina 50 鳥
Emberiza spodocephala personata 50 鳥
Equisetum ramosissimum 212 植
Eragrostis curvula 229 植
Eriocheir japonica 167 甲
Euonymus carnosus 251 植
Eutaeniichthys gilli 96 魚
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Exopalaemon orientis 130 甲
　F
Falco peregrinus japonensis 39 鳥
Favonigobius gymnauchen 97 魚
Favonigobius sp. 98 魚
Festuca parvigluma 230 植
Fulica atra atra 26 鳥
　G
Gaetice depressus 165 甲
Gaetice ungulatus 166 甲
Galium spurium var. echinospermon 272 植
Gallinula chloropus chloropus 26 鳥
Geranium carolinianum 255 植
Gerres akazakii 75 魚
Glossaulax didyma 207 貝
Glossogobius olivaceus 99 魚
Grus monacha 24 鳥
Grus vipio 25 鳥
Gyge ovalis 126 甲
Gymnogobius breunigii 100 魚
Gymnogobius petschiliensis 101 魚
Gymnogobius scrobiculatus 102 魚
Gymnogobius uchidai 103 魚
Gymnura japonica 53 魚
　H
Hedera rhombea 298 植
Helicana japonica 161 甲
Helice tridens 162 甲
Hemigrapsus longitarsis 168 甲
Hemigrapsus penicillatus 169 甲
Hemigrapsus sanguineus 170 甲
Hemigrapsus sinensis 171 甲
Hemigrapsus takanoi 172 甲
Hemistepta lyrata 291 植
Hemitrygon akajei 52 魚
Hibiscus hamabo 258 植
Hippichthys (Parasyngnathus) penicillus 62 魚
Hirundo daurica japonica 43 鳥
Hirundo rustica gutturalis 43 鳥
Horornis diphone cantans 45 鳥
Hypsipetes amaurotis amaurotis 44 鳥
　I
Ilyograpsus nodulosus 186 甲
Ilyoplax pusilla 184 甲
Imperata cylindrica 231 植
　J
Jasminum polyanthum 276 植
Jynx torquilla japonica 38 鳥
　K
Konosirus punctatus 55 魚
　L
Lanius bucephalus bucephalus 39 鳥
Laomedia astacina 147 甲
Larus crassirostris 35 鳥
Larus schistisagus 35 鳥
Larus vegae vegae 36 鳥
Lateolabrax japonicus 70 魚
Leonurus japonicus 282 植
Lepidium virginicum 261 植
Lepomis macrochirus macrochirus 71 魚
Leptodius exaratus 159 甲
Leucopsarion petersii 104 魚
Ligustrum japonicum 277 植

Limosa lapponica baueri 31 鳥
Littoraria articulata 203 貝
Lolium multiflorum 232 植
Lonicera japonica 301 植
Lucascinus coralicola 153 甲
Luciogobius guttatus 105 魚
Luciogobius martellii 106 魚
Lunella coreensis 200 貝
Lysimachia japonica 271 植
　M
Macrobrachium formosense 131 甲
Macrobrachium nipponense 132 甲
Macrophthalmus (Macrophthalmus) abbreviatus 187 甲
Macrophthalmus (Mareotis) banzai 188 甲
Macrophthalmus (Mareotis) japonicus 189 甲
Mallotus japonicus 253 植
Matuta victor 151 甲
Melia azedarach 257 植
Meretrix lusoria 197 貝
Milvus migrans lineatus 37 鳥
Moerella rutila 196 貝
Monodonta confusa 200 貝
Monticola solitarius philippensis 46 鳥
Motacilla alba lugens 48 鳥
Motacilla cinerea cinerea 48 鳥
Mugil cephalus cephalus 65 魚
Mugilogobius abei 107 魚
　N
Nassarius festivus 209 貝
Neorhynchoplax okinawaensis 154 甲
Neotrypaea harmandi 145 甲
Neotrypaea japonica 146 甲
Nuchequula nuchalis 74 魚
Numenius phaeopus variegatus 32 鳥
Nuttallanthus canadensis 278 植
Nycticorax nycticorax nycticorax 23 鳥
　O
Odontobutis obscurus 88 魚
Oenothera biennis 256 植
Oligolepis acutipennis 108 魚
Omobranchus fasciolatoceps 85 魚
Omobranchus punctatus 86 魚
Oryzias latipes 66 魚
Oxalis dillenii 252 植
　P
Paederia foetida 273 植
Pagurus minutus 149 甲
Palaemon macrodactylus 133 甲
Palaemon serrifer 134 甲
Pandion haliaetus haliaetus 36 鳥
Papaver dubium 238 植
Paralichthys olivaceus 118 魚
Parapyxidognathus deianira 173 甲
Parasesarma pictum 179 甲
Parentucellia viscosa 285 植
Passer montanus saturatus 47 鳥
Periophthalmus modestus 109 魚
Perisesarma bidens 180 甲
Petrolisthes japonicus 150 甲
Phacelurus latifolius 233 植
Phalacrocorax carbo hanedae 21 鳥
Phragmites japonicus 234 植
Pilumnopeus makianus 158 甲
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Pinnotheres pholadis 182 甲
Pirenella cingulata 206 貝
Pittosporum tobira 297 植
Platalea leucorodia leucorodia 23 鳥
Platalea minor 24 鳥
Platycephalus sp. 69 魚
Plecoglossus altivelis altivelis 60 魚
Plectorhinchus cinctus 76 魚
Poa acroleuca var. submoniliformis 235 植
Podiceps cristatus cristatus 19 鳥
Polydactylus plebeius 83 魚
Polypogon fugax 236 植
Portulaca oleracea 269 植
Portulaca pilosa 270 植
Portunus (Portunus) pelagicus 157 甲
Pseudogobius masago 110 魚
Pseudolabrus eoethinus 84 魚
Pteridium aquilinum subsp. japonicum 213 植
Ptychognathus ishii 174 甲
Pyrhila pisum 152 甲
　R
Rapana venosa 207 貝
Raphanus sativus var. hortensis f. raphanistroides 262 植
Redigobius bikolanus 111 魚
Remiz consobrinus 42 鳥
Repomucenus curvicornis 87 魚
Rhabdosargus sarba 79 魚
Rhaphiolepis indica var. umbellata 247 植
Rhinogobius similis 112 魚
Rhodeus ocellatus ocellatus 58 魚
Rhynchopelates oxyrhynchus 81 魚
Riparia riparia ijimae 44 鳥
Rosa luciae 248 植
Rosa multiflora 249 植
Rumex acetosa 265 植
Ruppia maritima 215 植
　S
Saccostrea kegaki 195 貝
Salangichthys microdon 61 魚
Scopimera globosa 185 甲
Scutellaria guilielmii 283 植
Scutellaria indica var. parvifolia 284 植
Sebastiscus marmoratus 68 魚
Semiaquilegia adoxoides 242 植
Senecio madagascariensis 292 植
Septifer bilocularis 194 貝
Sesarmops intermedius 181 甲
Sestrostoma toriumii 163 甲
Sida rhombifolia subsp. rhombifolia 259 植
Silene gallica var. gallica 267 植
Sillago japonica 80 魚
Silurus asotus 59 魚

Siphonaria japonica 210 貝
Sisyrinchium micranthum 216 植
Solanum americanum 274 植
Solen strictus 196 貝
Sonchus oleraceus 293 植
Spodiopsar cineraceus 46 鳥
Stellaria neglecta 268 植
Stenalpheops anacanthus 141 甲
Streptopelia orientalis orientalis 20 鳥
Strongylura anastomella 67 魚
Suaeda maritima 264 植
Symphyotrichum subulatum var. subulatum 294 植
　T
Tachybaptus ruficollis poggei 20 鳥
Taenioides snyderi 113 魚
Takifugu alboplumbeus 121 魚
Takifugu pardalis 122 魚
Taraxacum officinale 295 植
Terapon jarbua 82 魚
Thais clavigera 208 貝
Torilis scabra 299 植
Tradescantia flumiensis 217 植
Triacanthus biaculeatus 119 魚
Tridentiger brevispinis 114 魚
Tridentiger obscurus 115 魚
Tridentiger trigonocephalus 116 魚
Trifolium dubium 243 植
Trigonotis peduncularis 275 植
Tringa brevipes 32 鳥
Tringa nebularia 33 鳥
Tringa ochropus 33 鳥
Tringa totanus ussuriensis 34 鳥
Triodanis perfoliata 287 植
Turdus eunomus 47 鳥
　U
Upogebia yokoyai 148 甲
　V
Vanellus vanellus 29 鳥
Varuna litterata 175 甲
Verbena brasiliensis 286 植
Veronica persica 279 植
Viburnum japonicum 300 植
Vicia hirsuta 244 植
Viola mandshurica 254 植
Vulpia myuros 237 植
　X
Xenus cinereus 34 鳥
　Y
Youngia japonica 296 植
　Z
Zosterops japonicus japonicus 45 鳥

—
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