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大分県東国東郡姫島の淡水魚類相 

高野 裕樹 1）・2）・星野 和夫 1）・2）・大倉 鉄也 1）・三ノ宮 英幸 1）・松尾 敏生 1）
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はじめに 

姫島は大分県国東半島の北端に位置し，国

東市伊美港の沖約 6km に浮かぶ周囲約 17km
の離島である（姫島郷土誌編纂委員会，1954）。
島は矢筈岳をはじめとする火山の隆起とそれ

らをつなぐ砂洲によって形成され，多くの人々

は西部の砂洲で形成された平坦な土地に居住

している（姫島郷土誌編纂委員会，1954）。島
の大部分は山地であるが，いくつかの細流とダ

ム，ため池などの水域も見られる。 

これまで本島の自然環境については，地質

および地理の視点からの知見が蓄積されてい

るものの（笠間・藤田，1955；小野，1961; 伊

藤ら，1997 など），島に生息する生物の中で，
特に小河川やため池などの淡水域に生息する

魚介類についての報告は皆無である。本島は大

分県最大の島嶼であり国東半島周辺に他に同

規模の島はなく，その生物相を把握し記録する

ことは自然史としてまた生物多様性保全上の

基礎情報として重要である。 

そこで筆者らは島内ほぼ全ての河川および

ダム，ため池などを調査範囲とし，主に淡水域

に生息する魚類を対象として採集調査を行っ

た（図 1）。採集では甲殻類や貝類も多く確認
されたので，ここに合わせて報告する。 

図 1. 調査地点と主な水系 
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方法 

2014年 4月から 10月にかけて採集調査を
行った。調査は地理院地図（国土地理院，2014）
による事前調査および現地踏査で確認できた

4 水系 13地点，およびこれらとは独立したた
め池など 5水域 5地点，計 18地点で行った（図
2-19）。採集にはタモ網（口径40cm，目合2mm）
を用い，状況に応じて投網（18節 800目），網
製モンドリ，カニカゴ，釣りも併用した。採集

された魚類は各種数個体を 10％ホルマリン液
にて固定し持ち帰り，中坊編（2013）に従っ
て同定した。また貝類については原則として増

田・内山（2004）および濵田（2010）に，甲
殻類については武田（1982）に従って同定し
た。なお，本調査で採集された魚類は，筆者の

一人星野が標本として保管している。 

図 2. St.1 金川，拍子水橋 

図 3. St.2 金川，金橋 

図 4. St.3 金川，金の池 

図 5. St.4 大海川，大海川河口 

図 6. St.5 大海川，大海橋上流堰 
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図 7. St.6 大海川，大海ダム 

図 8. St.7 大海川，大海溜池（二股池） 

図 9. St.8 迫川，養殖池横 

図 10. St.9 迫川水系唐戸川，唐戸橋 

図 11. St.10 迫川水系唐戸川，唐戸川砂防ダム 

図 12. St.11 迫川，迫ダム 
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図 13. St.12 達磨川，太鼓橋 

図 14. St.13 達磨川，姫島小学校横 

図 15. St.14 浮田 

図 16. St.15 用作溜池 

図 17. St.16 江原溜池（下の池） 

図 18. St.17 西迫川砂防ダム 
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結果と考察 

調査の結果，純淡水魚 4 種を含む魚類 14
種を確認し（表 1），あわせて甲殻類 8 種，貝
類 11種を確認した（表 2）。対象となった河川
のほとんどは，両岸もしくは三面がコンクリー

ト護岸であった。ため池などについては St.3
がコンクリート護岸で囲まれており，St.16は
素掘り，他は一部のみコンクリート護岸となっ

ていた。以下に淡水魚類とその生息環境につい

て考察する。 

淡水魚類と生息環境 ニホンウナギ Anguilla 
japonica は迫川水系の 2 地点，St.8 と St.10
で採集された。St.8 では成魚および全長
53.3-56.5mmの個体が確認され，St.10では成
魚のみが確認された。迫川は金川や大海川に比

べ砂泥底の感潮域が広く，よりニホンウナギの

生息に適していると思われた。 

コイ Cyprinus carpioは St.7，11の 2地点
で採集できた。St.3，16，また St.17の堰堤下
ではニシキゴイも目視確認した。 

フナ属の一種 Carassius sp.（図 20）は St.6
のみから採集された。採集された 6個体のうち
4 個体の体長は 14.2-21.2mm の範囲にあり，
残りの 2 個体の体長はそれぞれ 137.7mm，
141.7mmで成魚と考えられた。この 2個体に
ついては体高が低く，下顎はやや角ばり，体色

はうすく金色がかる形態的特徴を呈していた。

正確な種同定のため，標準体長，頭長，体高を

計測し，体高/体長比を算出，鰓耙数，背鰭分

枝軟条数についても計数した。その結果を細谷

（2013）の示すフナ属魚類の形質と比較した
ところ，ギンブナ C. sp.，ニゴロブナ C. 
buergeri grandoculis，ナガブナ C. b. subsp.1
のいずれかであることが示唆された（表 3）。
また採集された個体の体長から，調査地点にお

いて繁殖していると考えられた。 

ドジョウ Misgurnus anguillicaudatus は
St.15のみから確認された。ため池は泥底で池
の周囲は一部のみコンクリート護岸であった。

採集された個体の体長は 23.0-53.2mmの範囲
にあり，ほとんどが当歳魚と思われる体長であ

った。 

ミナミメダカ Oryzias latipesは St.12，13
の 2地点で確認された。採集された個体の体長
から，調査地点付近で繁殖していると考えられ

た。 

オオクチバス（ブラックバス）Micropterus 
salmoidesはSt.17，18の 2地点で確認された。
St.17 は車道より 50m ほど畑や荒れ地の間を
入ったところにあり，車道からは水域の存在を

伺うことはできない状況であった。一方，St.18
は車道に隣接しており，岸の一部はコンクリー

ト護岸であった。St.18では当歳魚と思われる
体長 18.6-23.3mmの個体を確認しており，調
査地点において繁殖していると考えられた。 

ヌマチチブ Tridentiger brevispinisは St.2，
3，5，6，11，12，13 の 7 地点で確認され，
最も多くの地点で確認された魚類となった。本

種はニホンウナギとともに両側回遊魚である

が，ため池などに容易に陸封される種であり

（Kishi, 1978），堰堤などの物理的障壁の存
在で接続河川との移動が困難と思われる St.3，
6，11では陸封されている可能性がある。 
クロヨシノボリ Rhinogobius brunneus（図

21）は St.2 のみで確認された。本種は両側回
遊魚である。大分県下での分布については，宮 

図 19. St.18 奥の谷池（上の池） 
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表 1. 採集された魚類の調査地点と個体数 

St.No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

水系

地点名
拍子
水橋

金橋 金の池
大海川
河口

大海橋
上流堰

大海
ダム

大海溜池
（二股池）

養殖
池横

唐戸川
唐戸橋

唐戸川
砂防ダム

迫ダム 太鼓橋
姫島
小学校横

浮田
用作
溜池

江原溜池
（下の池）

西迫川
砂防ダム

奥の谷池
(上の池)

ニホンウナギ
Anguilla japonica

コイ
Cyprinus carpio

フナ属の一種
Carassius sp.

ドジョウ
Misgurunus anguillicaudatus

ボラ
Mugill cephalus

ミナミメダカ
Oryzias latipes

オオクチバス（ブラックバス）

Micropterus salmoides

ヒメハゼ
Favonigobius gymnauchen

アベハゼ
Mugilogobius abei

クロヨシノボリ
Rhinogobius brunneus

ヌマチチブ
Tridentiger brevispinis

チチブ
Tridentiger obscurus

クサフグ
Takifugu niphnobles

イシガレイ
Kareinus bicoloratus

65

40

2

325

3

1

2

20

金川 大海川 迫川 達磨川 ため池等

3

1

3

3

4 9 6 7

6

1

10

2

2

2

2

1

1
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表 2. 採集された甲殻類および貝類の調査地点と個体数 

※流出下の放棄水田にて採集 

St.No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

水系

地点名
拍子

水橋
金橋 金の池

大海川

河口

大海橋

上流堰

大海

ダム

大海溜池

（二股池）

養殖

池横

唐戸川

唐戸橋

唐戸川

砂防ダム
迫ダム 太鼓橋

姫島

小学校横
浮田

用作

溜池

江原溜池

（下の池）

西迫川

砂防ダム

奥の谷池

(上の池)

スジエビ
Palaemon paucidens

スジエビモドキ
Palaemon aerrifer

モクズガニ
Eriocheir japonicus

ケフサイソガニ
Hemigrapsus penicillatus

アシハラガニ
Helice tridens

アカテガニ
Chiromantes haematocheir

クロベンケイガニ
Chiromantes dehaani 

ベンケイガニ
Sesarmops intermedium

イシマキガイ
Clithon retropictus
フトヘナタリ
Cerithidea rhizophorarum

ウミニナ
Batillaria multiformis

タマキビ
Littorina brevicula

イボニシ
Thais clavigera

マガキ
Crassostrea gigas

ヒメモノアラガイ
Austropeplea ollula

サカマキガイ
Physa acuta

ヒラマキミズマイマイ
Gyraulus chinensis spirillus

ヒラマキガイモドキ
Polypylis hemisphaerula

ドブシジミ
Sphaerium lacustre japonicum

3

1※

1※

50

1

5415

8

7

1

1

2

5

1

金川 大海川 迫川 達磨川 ため池等

12

32

1 520 30

1

5

13

4

4

1

1

2

1

10

1

1

1
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標準和名 ゲンゴロウブナ ギンブナ ニゴロブナ ナガブナ キンブナ オオキンブナ

C. buergeri
grandoculis

標準体長（mm） - - - - - -

頭長（mm） - - - - - -

体高（mm） - - - - - -

体長/体高 比 2.1-3.0 2.1-3.0 2.8-3.6 2.8-3.6 2.8-3.6 2.8-3.6

鰓耙数 92-128 41-57 54-72 48-57 26-30 36-45

背鰭分枝軟条数 15-18 15-18 15-18 15-18 11-14 14-16

43.7-47.1（45.4）

48.3-50.5（49.4）

2.8-2.9（2.8）

C. b. subsp.1 C. b. subsp.2

50-55（52.5）

17（17）

St.6のフナ属の一種

(n=2)

137.7-141.7（139.7）

C.cuvieri
Carassius  sp.

C. b. buergeriC. sp.学名

地ら（1980）が国東半島一帯を本種の分布域
として示しており，また立川・宮島（2012）
は大分県佐伯市内沿岸の小河川において本種

を確認している。本調査により大分県最北部に

あたる姫島においても本種の分布が確認され，

これは宮地ら（1980）が示した分布域に概ね
含まれると考えられる。本種の分布には黒潮の

流れが影響しているとされ（上原，1984，1996），
姫島にどの程度黒潮の流れが影響しているの

か興味深い点である。 

純淡水魚の分布とその由来 本調査ではコイ

をはじめ 4種の純淡水魚が確認された。北アメ
リカを原産とするオオクチバス（ブラックバ

ス）や飼育品種であるニシキゴイは，人により

島へ持ち込まれたと考えられる一方，コイ，フ

ナ属の一種，ドジョウについては本島に自然分

布する可能性がある。これら純淡水魚 3種の島
内での分布状況をみると，コイ（ニシキゴイを

除く）は 2 地点，フナ属の一種は 1 地点，ド
ジョウは 1地点であり，島全体を通して見られ
る種はおらず，各種の分布状態は不連続で局所

的である。また 3種が確認された水域は，いず
れも人の手が加わった水源用貯水池や農業用

ため池である。さらにこれら 3種は止水もしく
は緩やかな流れを生息場所とする魚類だが，流

程が短く勾配が急な本島の河川において，貯水

池などが建造される以前にそのような生息に

好適な環境が存在したかどうかは疑問である。 

一方，現在海に囲まれている本島の純淡水

魚が自然分布であるとすれば，過去に本島が周

辺の陸域とつながり，その河川や湖沼と接続し

た地史が必須である。この可能性については

Watanabe & Nishida（2003）が瀬戸内海の多
くの部分が最終氷期には陸地となっており，主

な水系は直接的もしくは間接的につながって

いたとしている。また桑代（1959）は，最終
氷期に瀬戸内海に存在した 3 つの大水系につ
いて述べており，本島に現存する水系もこのう

ちの 1つの西水系（周防灘から伊予灘西部を経
て豊後水道を流れる）につながっていた可能性

はある。 

本島の池や河川についてはいくつかの記録

があり，佐藤（1921）は江戸時代の池の浚渫
について「…箭筈嶽の他，山嶽として水源を為

図 21. St.2 のみから採集されたクロヨシノボリ 

   本島と黒潮の流れとの関連を伺わせる 

表 3. St.6 のフナ属の一種 Carassius sp.（n=2）とフナ類 2種 4亜種 C. spp.との比較。 

ただしフナ類の計数形質の値は細谷（2013）による。 

図 20. St.6 のみから採集されたフナ属の一種 

   採集個体のうち成魚と考えられるもの 

（）内は平均値を示す。 
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すものなく…弘化三年六月，村民を使役して江

原池及び鐡漿村の池を浚へしめしことあり…」

と記している。また姫島郷土誌編纂委員会

（1954）は河川について，「…大海にはこの丘
陵地を南流する島唯一の小渓流がある」と記し

ている。さらに近年の状況については，現地踏

査の過程で地元住民より，農薬のため池への流

入による魚類の斃死，河川のコンクリート化に

よる魚類の生息域の減少が聞かれた。これらの

記述および聞き取りの結果から，本島はそもそ

も水域に乏しく，それらの水域も人間活動によ

って大きな変化を受け，純淡水魚の生息には厳

しい状況が続いてきたことが伺われる。 

以上のことから，本調査において姫島で確

認された純淡水魚 3種，コイ，フナ属の一種，
ドジョウの現在の分布状況は自然分布である

可能性を残すものの，人為的な移入の結果であ

ることが示唆される。この問題の精査には今後，

国東半島の魚類との詳細な比較や，集団遺伝学

の手法を用いた調査研究が待たれる。 
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