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本目録は，これまで文献により生息が確認されて

いる魚類，まつやま自然調環境査会の現地調査な

らびに河川水辺の国勢調査によって採集された標

本類に基づき確認された魚類をまとめたものである。

2012 年現在，松山市政区域内より 92 種・亜種の汽

水，淡水魚類が確認されており，これは愛媛県全体

の種数の約半数を占める。種数の約 53%は偶然河

川へ侵入する海水魚と塩分の影響を受ける感潮域

に生息する淡水魚である。国内外からの移入，侵入

種は 11種が確認されている。 

 

凡 例 

 

・前報（清水・水野，2002）以降新たに確認された魚

種については，種の和名の後にアスタリスク（*）を付

した。なお，目録を作成するにあたって用いた文献

は，まとめて章末に記載した。 

・目録が対象とする範囲は行政区域としての松山市

内であるが，重信川のような河川によって行政区域

が区分されている場合，松山市の対岸までを範囲

に含めた。 

・科以上の分類体系と種の配列，学名および標準

和名は基本的に中坊編（2000）にしたがったが，Fis

hBase (A Global Information System on Fishes：h

ttp://www.fishbase.org/home.htm)，日本魚類学会ホ

ームページ（シノニム・学名の変更：http://www.fish-i

sj.jp/info/list_rename.html）などにより適宜最新のも

のに変更した。学名未決定種の表記については中

坊編（2000）のとおりとした。 

・環境省（レッドリスト 汽水・淡水魚類：http://www.e

nv.go.jp/press/file_view.php?serial=9944&hou_id=86

48），水産庁（水産庁編，1998）および愛媛県愛（媛県貴

重野生動植物検討委員会編，2003）のレッドリスト掲載

種については，その旨記載した。 

・国際自然保護連合の定義（IUCN guidelines for t

he prevention of biodiversity loss caused by alien

 invasive species. 3. Definition of terms：http://w

ww.issg.org/pdf/guidelines_iucn.pdf）に基づき，松山

市に在来でないものを移入種（Alien species）と侵

入種（Alien invasive species-当該地域の生態系に

すでに定着したと考えられる移入種）に区分した。さ

らに，それらを導入元の地域により国内産と国外産

に類別して記述した。 

・移入種であっても明らかに飼育魚が逸出した一過

性と考えられるもの（パンガシウス類などの熱帯魚や

デメキンなど金魚の品種が確認されている）は目録

に含めなかった。 

・国外産魚種については，環境省による区分（特定

外来生物等一覧：http://www.env.go.jp/nature/intro/1

outline/list/index.html#gyo，要注意外来生物リスト 

魚類：http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/cauti

on/list_gyo.html）に該当する種についてその旨記

載した。 

 

Cephalaspidomorphi 頭甲綱 

Petromyzontiformes ヤツメウナギ目 

Petromyzontidae ヤツメウナギ科 

Lethenteron reissneri (Dybowski 1869) スナヤツメ 

松山市指定天然記念物，松山市絶滅危惧ⅠA類，

愛媛県滅危惧ⅠA類，環境省絶滅危惧Ⅱ類 

 

Osteichthyes 硬骨魚綱 

Elopiformes カライワシ目 

Elopidae カライワシ科 
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Elops hawaiensis Regan 1909 カライワシ 

 

Anguilliformes ウナギ目 

Anguillidae ウナギ科 

Anguilla japonica Temminck et Schlegel 1847 ニホ

ンウナギ 

環境省情報不足 

 

Clupeiformes ニシン目 

Clupeidae ニシン科 

Konosirus punctatus (Temminck and Schlegel 1846) 

コノシロ 

カタクチイワシ科 Engraulididae 

Engraulis japonicus (Houttuyn 1782) カタクチイワシ  

 

Cypriniformes コイ目 

Cyprinidae コイ科 

Rhinchocypris oxycephalus (Sauvage and Dabry de 

Thiersant, 1874) タカハヤ 

Tribolodon hakonensis (Günter 1877) ウグイ 

Zacco platypus (Temminck and Schlegel 1846) オイ

カワ 

 国内侵入種 

Nipponocypris temmincki (Temminck and Schlegel, 

1846) カワムツ 

Carassius cuvieri Temminck and Schlegel 1846 ゲン

ゴロウブナ 

 国内侵入種，環境省絶滅危惧ⅠB類 

Carassius auratus langsdorfii Temminck and 

Schlegel 1846 ギンブナ 

Carassius auratus burgeri Temminck and Schlegel  

1846 オオキンブナ* 

松山市情報不足，愛媛県情報不足 

Cyprinus carpio Linnaeus 1758 コイ 

Gnathopogon elongatus elongatus (Temminck and 

Schlegel 1846) タモロコ 

 松山市準絶滅危惧，愛媛県準絶滅危惧 

Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel 1846) 

モツゴ 

 松山市準絶滅危惧，愛媛県準絶滅危惧 

Rhodeus ocellatus ocellatus (Kner 1866) タイリクバ

ラタナゴ 

国外侵入種，要注意外来生物 

Tanakia lanceolata (Temminck and Schlegel 1846) 

ヤリタナゴ 

松山市絶滅危惧ⅠB 類，愛媛県滅危惧ⅠB 類，

環境省準絶滅危惧 

Tanakia limbata (Temminck and Schlegel 1846) ア

ブラボテ 

松山市情報不足，愛媛県滅危惧Ⅰ類，環境省準

絶滅危惧 

Pseudogobio esocinus esocinus (Temminck and 

Schlegel 1846) カマツカ 

 国内侵入種 

 

Cobitidae ドジョウ科 

Misgurnus anguillicaudatus (Cantor 1842) ドジョウ 

 松山市準絶滅危惧，愛媛県準絶滅危惧 

Cobitis biwae Jordan and Snyder 1901 シマドジョウ 

Cobitis striata striata Ikeda 1936 チュウガタスジシ

マドジョウ 

松山市絶滅危惧ⅠA 類，愛媛県滅危惧Ⅰ類，環

境省絶滅危惧Ⅱ類 

Cobitis shikokuensis Suzawa 2006 ヒナイシドジョウ 

松山市絶滅危惧ⅠB類，愛媛県絶滅危惧ⅠB類，

環境省絶滅危惧ⅠB類，水産庁希少種 

前報（清水・水野，2002）ではイシドジョウ Cobitis 

takatsuensis としたが，その後四国の個体群は別種

とされ，ヒナイシドジョウ Cobitis shikokuensis として記

載された（Suzawa，2006）。 

 

Siluriformes ナマズ目 

Siluridae ナマズ科 

Silurus asotus Linnaeus 1758 ナマズ 

松山市準絶滅危惧 

 

Salmoniformes サケ目 

Plecoglossidae アユ科 

Plecoglossus altivelis altivelis Temminck and 

Schlegel 1846 アユ 

 

Salmonidae サケ科 

Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792) ニジマス 

国外移入種，要注意外来生物 

Salvelinus leucomaenis pluvius (Hilgendorf 1876) ニ

ッコウイワナ  

国内侵入種 

Oncorhynchus masou ishikawae Jordan and 

McGregor 1925 サツキマス（アマゴ） 

愛媛県情報不足，環境省準絶滅危惧 

 

Synbranchiformes タウナギ目 

Synbranchidae タウナギ科 

Monopterus albus (Zuiew 1793) タウナギ 

国外侵入種 

 

Gasterosteiformes トゲウオ目 

Syngnathidae ヨウジウオ科 

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

ウジ*  

Syngnathus schlegeli Kaup 1856 ヨウジウオ 

 

Mugiliformes ボラ目 

Mugilidae ボラ科 
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Chelon affinis (Günther 1861) セスジボラ 

Chelon haematocheilus (Temminck and Schlegel 

1845) メナダ 

Mugil cephalus cephalus Linnaeus 1758 ボラ 

 

Atheriniformes トウゴロウイワシ目  

Atherinidae トウゴロウイワシ科  

Hypoatherina tsurugae (Jordan and Starks 1901) ギ

ンイソイワシ*  

 

Cyprinodontifoemes カダヤシ目 

Poeciliidae カダヤシ科 

Gambusia affinis (Baird and Girard 1853) カダヤシ*  

 国外侵入種，特定外来生物 

 

Beloniformes ダツ目 

Adrianichthydae メダカ科 

Oryzias latipes latipes (Temminck and Schlegel 

1846) メダカ南日本集団 

松山市絶滅危惧Ⅱ類，愛媛県滅危惧Ⅱ類，環境

省絶滅危惧Ⅱ類 

 

Scorpaeniformes カサゴ目 

Synanceiidae オニオコゼ科 

Inimicus japonicus (Cuvier 1829) オニオコゼ 

 

Platycephalidae コチ科 

Platycephalus sp. 1 ヨシノゴチ*
 

Platycephalus sp. 2 マゴチ 

 

Hexagrammidae アイナメ科  

Hexagrammos agrammus (Temminck and Schlegel 

1843)  クジメ*  

 

Perciformes スズキ目 

Percichthyidae スズキ科 

Lateolabrax japonicus (Cuvier 1828) スズキ 

 

Centrarchidae サンフィッシュ科 

Lepomis macrochirus Rafinesque 1819 ブル－ギル 

国外侵入種，特定外来生物 

Micropterus salmoides (Lacepède 1802) オオクチバ

ス 

国外侵入種，特定外来生物 

 

Carangidae アジ科  

Caranx ignobilis (Forsskål  1775) ロウニンアジ*  

Leiognathidae ヒイラギ科 

Nuchequula nuchalis (Temminck and Schlegel 1845) 

ヒイラギ 

 

Haemulidae イサキ科 

Plectorhinchus cinctus (Temminck and Schlegel 

1843) コショウダイ 

 

Sparidae タイ科 

Acanthopagrus latus (Houttuyn 1782) キチヌ 

Acanthopagrus schlegeli (Bleeker 1854) クロダイ 

 

Sillaginidae キス科 

Sillago japonica Temminck and Schlegel 1843 シロ

ギス 

 

Embiotocidae ウミタナゴ科 

Ditrema temmincki pacificum Katafuchi and Nakabo 

2007 マタナゴ 

前報（清水・水野，2002）ではウミタナゴ Ditrema 

temmincki としたが，当該種はその後 Katafuchi and 

Nakabo（2007）により 2亜種に区分されたため，登録

標本を確認したところ，マタナゴに同定された。 

 

Terapontidae シマイサキ科 

Rhyncopelates oxyrhynchus (Temminck and Schlegel 

1842) シマイサキ 

Terapon jarbua (Forsskål 1775) コトヒキ 

 

Blenniidae イソギンポ科 

Omobranchus elegans (Steindachner 1876) ナベカ 

Omobranchus punctatus (Valenciennes 1836) イダテ

ンギンポ 

Parablennius yatabei (Jordan and Snyder 1900) イソ

ギンポ 

 

Callionymidae ネズッポ科 

Repomucenus beniteguri (Jordan and Snyder 1900) 

トビヌメリ 

 

Eleotridae カワアナゴ科 

Eleotris oxycephala Temminck and Schlegel 1845 

カワアナゴ 

松山市絶滅危惧Ⅱ類，愛媛県準絶滅危惧 

 

Odontobutidae ドンコ科 

Odontobutis obscura (Temminck and Schlegel 1845) 

ドンコ 

 

Gobiidae ハゼ科 

Taenioides cirratus (Blyth 1860)  チワラスボ*  

 松山市情報不足，環境省絶滅危惧ⅠB類 

Leucopsarion petersii Hilgendorf 1880 シロウオ 

松山市絶滅危惧Ⅱ類，愛媛県滅危惧Ⅱ類，環境

省絶滅危惧Ⅱ類 

Luciogobius guttatus Gill 1859 ミミズハゼ 

Eutaeniichthys gilli Jordan and Snyder 1901 ヒモハ
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ゼ 

松山市絶滅危惧Ⅱ類，愛媛県準絶滅危惧，環境

省準絶滅危惧 

Gymnogobius petschiliensis (Randahl 1924) スミウキ

ゴリ 

Gymnogobius heptacanthus (Hilgendorf 1879) ニク

ハゼ*
 

Gymnogobius scrobiculatus (Takagi 1957) クボハゼ
* 

 松山市絶滅危惧ⅠB 類，愛媛県滅危惧ⅠB 類，

環境省絶滅危惧ⅠB類 

Gymnogobius breunigii (Steindachner 1879) ビリン

ゴ 

Acanthogobius flavimanus (Temminck and Schlegel 

1845) マハゼ 

Acanthogobius lactipes (Hilgendorf 1879) アシシロ

ハゼ 

Favonigobius gymnauchen (Bleeker 1860) ヒメハゼ 

Redigobius bikolanus (Herre 1927) ヒナハゼ 

松山市準絶滅危惧 

Mugilogobius abei (Jordan and Snyder 1901) アベ

ハゼ 

Rhinogobius giurinus (Rutter 1897) ゴクラクハゼ 

松山市情報不足 

Rhinogobius brunneus (Temminck and Schlegel 

1845) クロヨシノボリ  

 松山市情報不足 

Rhinogobius sp. CB シマヨシノボリ 

Rhinogobius fluviatilis Tanaka 1925 オオヨシノボリ 

Rhinogobius sp. CO ルリヨシノボリ 

 松山市情報不足  

Rhinogobius kurodai (Tanaka 1908) トウヨシノボリ 

国内侵入種 

Rhinogobius flumineus (Mizuno 1960) カワヨシノボ

リ 

Tridentiger trigonocephalus (Gill 1859) アカオビシ

マハゼ 

Tridentiger bifasciatus Steindachner 1881 シモフリ

シマハゼ 

松山市準絶滅危惧 

Tridentiger brevispinis Katsuyama, Arai and 

Nakamura 1972 ヌマチチブ 

Tridentiger obscurus (Temminck and Schlegel 1845) 

チチブ 

 

Microdesmidae オオメワラスボ科 

Parioglossus dotui Tomiyama 1958 サツキハゼ 

松山市絶滅危惧Ⅱ類，愛媛県準絶滅危惧 

 

Pleuronectiformes カレイ目 

Pleuronectidae カレイ科 

Pleuronectes yokohamae (Günther 1877) マコガレイ 

Verasper variegatus (Temminck and Schlegel 1846) 

ホシガレイ 
 

Soleidae ササウシノシタ科 

Heteromycteris japonica (Temminck and Schlegel 

1846) ササウシノシタ 

 

Tetraodontiformes フグ目 

Monacanthidae カワハギ科 

Rudarius ercodes Jordan and Fowler 1902 アミメハ

ギ 

 

Tetraodontidae フグ科 

Takifugu niphobles (Jordan and Snyder 1901) クサフ

グ 

Takifugu rubripes (Temminck and Schlegel 1850) ト

ラフグ 

Takifugu xanthopterus (Temminck and Schlegel 

1850) シマフグ 
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