
水辺の生き物
in

佐渡ヶ島

梅津川のアユカケ
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→まだ若い個体は
体全体が透き通る
ような橙色で、と
ても神秘的です。
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↑大野川上流の深い淵で出会った30cmほどの個体。
各河川の上流域に生息します。日本のイワナには様々な模様が見られますが、佐渡のイワナ
は下半分の斑点模様にうっすらとピンクの色彩が入り、大変美しいのが特徴です。

イワナ
川の魚

Salvelinus leucomaenis

表紙：梅津川のアユカケ

●撮影地

●



●

ヤマメ
川の魚

↑梅津川の取水堰の下にいたヤマメ。
海と川を行き来する個体はサクラマスと呼ばれ、大変美味しい魚です。イワナと同じように
各河川の上流域に見られますが、イワナよりもやや下流に分布するようです。西日本の太平
洋側にはアマゴと呼ばれ
るよく似た魚が分布し
ています。

→銀色の体と赤い帯模様
が特徴です。繁殖期のオ
スはもっと真っ赤にな
ります。数百匹で群れ
ていることもあり、驚
かされます。

ウグイ
● Tribolodon hakonensis

Oncorhynchus masou masou
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川の魚



↑戸地川のアユ。天然アユならではの美しい黄色模様が
随所に現れている。→石に突進して表面の藻類をはむ。

アユ

サケ

Plecoglossus altivelis

Oncorhynchus keta

●

●

川の魚

←晩秋、久知川を遡上
するサケ。かつては大
 量のサケが佐渡ヶ島で
も遡上していたようで
すが、近年はめっきり
減ったとのこと。

川・海の魚



トウヨシノボリ

↑尾びれの付け根が鮮やかな橙色になります。頬の模様は目立ません。

↑頬にきれいな瑠璃色の斑点があります。お腹に強い吸盤を持っています。
掌にのせると強い力で吸い付くので、見なくてもすぐにこの魚だとわかります。

←頬に縞模様があるので
すぐにわかります。吸盤
   の力は弱く、比較
   的流れの緩い場所
    を好みます。

●

川の魚

Rhinogobius sp. OR 

ルリヨシノボリ

シマヨシノボリ

川の魚

Rhinogobius sp. CO 

川の魚

●

●

Rhinogobius sp. CB 



ウキゴリ
川の魚

Gymnogobius urotaenia

シマウキゴリ
川の魚

←河崎川のウキゴリ。図太い
体と大きな口が特徴です。
縞模様はシマウキゴリに比
べるとはっきりしません。
背びれの後方に黒い点があり
（赤矢印）スミウキゴリと区
別できます別できます。

→石花川のシマウキ
ゴリ。上のウキゴリ
と比べるとやや細く
素っ頓狂な顔つきで
す。やはり背びれの
後縁に黒点があり、
スミウキゴリと区別スミウキゴリと区別
できます。

←河内川のスミウ
キゴリ。背びれに
黒点はありません。
ウキゴリと比べる
と優しい顔つきを
しています。シマ
ウキゴリよりも大ウキゴリよりも大
きく成長します。
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●

→

→

→ ●

●

川の魚

Gymnogobius petschiliensis

Gymnogobius opperiens

スミウキゴリ



●

●

Cottus pollux

●

↑深夜、渓谷の小滝の下でじっとエサを待つ。

→カジカに似ていますが、体全体に
苔が生えたような模様があり、味わ
い深い魚です。島内では比較的
水温の低い河川に好んで生息
します。水温の高い天王川や
国府川では見かけません。

←無防備に川底に体を晒すアユカ
ケ。本人は石に化けているつもり
です。たいへん愛くるしい魚で人
気があります。遊泳力が弱く、ち
 ょっとした落差も遡上できない
ことがあります。学名がkazika
なので少し混乱しますなので少し混乱します。

●

カジカ

アユカケ

カンキョウカジカ
川の魚

川の魚

Cottus kazika
Cottus hangiongensis

●

川の魚
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オイカワ
Zacco platypus

川・水路の魚

フナの仲間
Carassius spp.

Gnathopogon elongatus

●

●

●

●

●

モツゴ タモロコ
川・水路の魚

←↑国府川のモツゴとタモロコ。体
に一文字の線が目立ちます。モツゴ
の方がほっそりとスマートです。

←美しい婚姻色を見せる久知川の
オイカワ。口の周りにはケンカを
するための固いブツブツができま
す。よく似たカワムツという魚が
 最近になって佐渡ヶ島に移入さ
 れたようです。

↑天王川で見つけた珍しいナガブナのタイプ。

→ギンブナのタイプ。フナの
仲間は種類の区別がはっきり
せず、いろいろなタイプがあ
るようです。ギンブナにはメ
スしかいないとよくいわれま
すが、天王川のものにはオス
        がいました。

Pseudorasbora parva 
川・水路の魚

川・水路の魚



●

ドジョウ
Misgurnus anguillicaudatus

水路・水田の魚

メダカ
Oryzias latipes

水路・水田の魚

●

↑潟上の水田にいたドジョウ。
大きいものは20cmほどにま
で成長します。
↓胸びれの形で雌雄が区別で
きます。丸いヒレが雌です。

↑住吉で発見したオレンジ色のドジョウ。

↑シマドジョウは今のと
ころ天王川でしか確認さ
れていません。

←外城川のメダカ。里山を
代表する魚です。よく似た
カダヤシという外来種がい
ますが、今のところ佐渡に
は侵入していません。
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♂ ♀
シマドジョウ

Cobitis biwae

川・水路の魚

●

●



川の魚

ヌマチチブ
汽水・加茂湖の魚

チチブ
汽水・加茂湖の魚

Tridentiger obscurus

ビリンゴ
汽水・加茂湖の魚

Gymnogobius breunigii 

ジュズカケハゼ
川の魚

Gymnogobius castaneus

●

●

●

←小川内川のヌマチチブ。
チチブと比べると頬から
頭にかけての青い斑点が
ややはっきり現れます。
中間型も多く、区別が困
難なこともしばしばあり
ますます。

→天王川のチチブ。
加茂湖と行き来し
ています。

←加茂湖のビリンゴ。ジュズカケハゼ
と外見で区別することは困難です。ビ
リンゴは汽水域や内湾にいますが、ジ
ュズカケハゼは常に淡水にいます。

→婚姻色の現れた雌。
ふつう魚は雄に婚姻色
が現れますが、ジュ
ズカケハゼやビリ
ンゴは雌に婚姻色
が現れ、謎です。

●

Tridentiger brevispinis



Acanthogobius flavimanus

川の魚

ミミズハゼ
Luciogobius guttatus

汽水・加茂湖の魚

マハゼ

Favonigobius gymnauchen

Acanthogobius lactipes 
アシシロハゼ

●

汽水・海の魚

ヒメハゼ

↑天王川河口のミミズハゼ。名の通りミミズのようです。

←加茂湖のマハゼ。
  大変美味しい魚
  です。年魚です
   が冬を越した
  大きな個体も見
  かけます。

←国府川河口で捕らえたアシシロ
ハゼ。マハゼによく似ていますが
全体に小さく、模様もややはっき
りしています。ハゼの仲間は種類
も多く特徴も不鮮明で、見分ける
のはなかなか困難です。

→加茂湖のヒメハゼ。砂地
で多く見られます。模様も
砂のようです。

●

●

●

汽水・加茂湖の魚

加茂湖・海の魚 -11-
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Hyporhamphus sajori 
加茂湖・海の魚サヨリ

Sillago japonica
加茂湖・海の魚シロギス

Chelon haematocheilus   

Acentrogobius sp. A

Tridentiger trigonocephalus
加茂湖・海の魚

←赤黒い縞模様が特徴です。

↑体全体に筋状の綺麗な模様があります。

←貝喰川河口でとれたメナダ。ボラとよ
く似ています。

↓天王川河口で捕らえた70cmの個体。
汽水に好んで生息しています。

←数百の群れでいてよく目立ちます。

→ご存知の美味
しい魚です。

アカオビシマハゼ
加茂湖・海の魚スジハゼA

加茂湖・海の魚メナダ

●

●

Lateolabrax japonicus 
スズキ

●

加茂湖・海の魚



Hippichthys penicillus -13-

→春の彼岸頃よくとれる、もしくは食
べると彼岸に行ってしまう、という
意味があるようです。

←クジメとよく似ていますが、
クジメは尾びれが団扇状にな
ります。

↓加茂湖でとれたタツノオトシゴとサンゴタツ。タツノオトシゴはサンゴタツよりも
立派なツノを持ちます。

↓硬い鱗に覆われています。

ガンテンイシヨウジ
加茂湖・海の魚

●

Pleuronectes yokohamae

Takifugu pardalis
ヒガンフグ

加茂湖・海の魚

Hexagrammos otakii
アイナメ

加茂湖・海の魚

Hippocampus coronatus

Hippocampus mohnikei
サンゴタツ

加茂湖・海の魚タツノオトシゴ
加茂湖・海の魚

マコガレイ
加茂湖・海の魚

●



ヤマアカガエル
山の蛙

モリアオガエル
Rhacophorus arboreus

山・里山の蛙

●↑早春、生椿の棚田に産みつけられた
大量の卵塊。よく似たニホンアカガエル
は佐渡にはいません。

←佐渡のモリアオガエルは、形態も生態も
本土のものとはちょっと違うようです。
↓本土のモリアオは木の枝に卵を産みます
         が（左）、佐渡のは地面
         に産みます（右）。

●

Rana ornativentris



●

アマガエル

●

ツチガエル
山・里の蛙

里の蛙

Rana rugosa

Hyla japonica

佐渡にはお腹の白いツチガエル
と黄色いツチガエルの2タイプ
がいます。本土で見られるもの
白いタイプで、黄色いタイプは

↑水田でよく見かける蛙です。→鳴き袋を大きくふくらませて
小気味良い音を立てます。 -15-

佐渡に特別なツチガエルかもしれません。



ウシガエル
里の蛙

●

●

Rana catesbeiana

↑外来種です。よく響く低い声で鳴きます。国仲の蓮池や溜池で良く見かけます。

↑サドサンショウウオと呼ばれることもあります。
←ブドウのような卵塊を春先に産みます。

クロサンショウウオ
山の山椒魚

Hynobius nigrescens



クサガメ
山・里の亀

●

↑暑い日差しの中、道路を横断するクサガメ。動きは思いのほか素早い。

シマヘビの勝利！

↓生椿で出会ったジムグ
リ。うーん、カッコイイ！

Elaphe quadrivirgata 

Rhabdophis tigrinus
ヤマカガシ

山の毒蛇
V.S.
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シマヘビ
里の蛇

Chinemys reevesii

Elaphe conspicillata

●

●

ジムグリ
山の蛇



トキ
山・里の鳥

Nipponia nippon

↑2008年に最初に放鳥された個体です。潟端にて。
トキについては皆様の方がお詳しいでしょう！

2008年の秋に佐渡にやってきた迷鳥、
コウノトリ。出会った時は感動で体が
震えました。しばらく滞在してどこか
に飛んでいきました。また佐渡に来て
くれることを願っています。

●

コウノトリ
迷鳥

Ciconia boyciana

●

-18-



タンチョウ
2009年の春に佐渡にやってきた迷鳥。
大騒ぎになりましたね！

迷鳥

Grus japonensis ●



●

Buteo buteo ノスリ
山・里の鳥

●

●

アオサギ

Anser fabalis middendorffii 
オオヒシクイ

Cygnus cygnus 
オオハクチョウ

水鳥

●

水鳥

Pandion haliaetus
ミサゴ

魚ハンター

Ardea cinerea

遠くを飛んでいると、よくトキと間違えました (̂ ;̂

←魚とりの名人です。よく両津港付近
の上空を旋回しているのを見かけます。

↓渡りの途中、佐渡で休憩中？
すぐにいなくなりました。

←潟端にて。人馴れし
ていました。

●

↑ときどき水田付近に現れて、
蛇や野ネズミを狙っています。

里の鳥



コブハクチョウ
Cygnus olor

Aythya ferina 
ホシハジロ

Anas crecca 
コガモ

●

Phalacrocorax capillatus 

↓赤い目が特徴的なオスの
ホシハジロ。メスはもっと

地味です。

↓加茂湖や沿岸の岩礁帯で群れているのを見かけます。

↑オスはマスクマンのようです。

ウミウ
水鳥

水鳥

水鳥

加茂湖のアイドル



イチョウウキゴケ
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↑イチョウ状の葉を水面に浮かべます。コケの仲間です。

←山椒の葉に似てい
ます。見かけは全く
シダには見えません
がシダの仲間です。
絶滅危惧種に指定さ
   れています。

●

●

サンショウモ
水辺の希少植物

Salvinia natans 

水辺の希少植物

Ricciocarpos natans



本研究は以下の助成を受けて行われました
・環境省地球環境研究総合推進費（トキの野生復帰のための持続可能な自然再生計画の立案とその社会的手続き）
・文部科学省GＣＯＥプログラム（自然共生社会を拓くアジア保全生態学） 

環境教育読本「水辺の生き物 in 佐渡ヶ島」
2009年
写真・文・デザイン：鹿野雄一（九州大学）
監修：中島 淳・山下奉海・島谷幸宏（九州大学）

佐渡で生き物の調査研究をはじめて、はや3年が経ちました。
この冊子は調査中に撮りためた写真を使って作成された環境教育読本です。
淡水魚と両生類に関しては８～９割を網羅しました。汽水魚に関しては主に加茂湖で確
認した魚種を中心に、その一部を取り上げました。他の生き物についてはほんの一握り
にとどまっていますので、他の図鑑と併用してご利用ください。
私たちの生き物と佐渡に対する思いを少しでも感じ取っていただけたら、そして佐渡の
素晴らしさを一つでも再発見していただけたら幸いです素晴らしさを一つでも再発見していただけたら幸いです。

佐渡を調査してまず感じたのが、その自然の豊かさと美しさでした。
厳しい大自然をものともせず逞しく生きる生き物たちの姿は今でもはっきりと脳裏に焼
き付いています。
そしてその大自然の中に溶け込みながら活き活きと生活する佐渡の人々に、ある種の畏
怖と敬意、羨望の念を覚えたのも事実です。

私たちの研究も一段落し、一部の関係者は後ろ髪を引かれる思いで佐渡を去ることにな
りました。それでもやはり、いつまでもこの佐渡の美しい自然が残されれば・・・と想りました。それでもやはり、いつまでもこの佐渡の美しい自然が残されれば・・・と想
うのはしょせん現実を知らない島外者の甘い願望なのでしょうか。

研究にあたって、多くの方々のご協力を賜りました。
特に「ふれあいショップフジサワ」さんには、格別のご支援・ご協力を頂きました。
この場を借りて、心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。

九州大学／新潟大学／東京大学／東京工業大学
一同



ドジョウを探せ！
この中にドジョウがいます。
目を凝らして探してね！
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