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〔研究レポート〕 

 

武庫川下流域の淡水魚の生息状況 
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要  旨 

2011 年から 2014 年にかけて，武庫川下流域の淡水魚の生息状況を調査したところ，28 種を確認した。そのうち在

来の純淡水魚は 17 種，通し回遊魚は 4 種，周縁魚は 3 種，外来種は 4 種だった。純淡水魚ではオイカワやカマツカな

ど，流れの緩やかな平瀬が続く単調な環境を好む種が優占していた。既報により武庫川水系全体で確認されている種

数と比べると，武庫川下流域の淡水魚類相は貧弱であるといえ，河川改修や多数の落差工の設置よる河川環境の単調

化が大きな原因のひとつであると考えられる。通し回遊魚や周縁魚の分布は最下流域に偏っており，潮止堰や床止が

移動の障壁になっている可能性がある。将来予定されている潮止堰と 1 号床止の撤去は，通し回遊魚や周縁魚の生息

域を拡大させるかもしれない。 
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1．はじめに 

武庫川水系は兵庫県内でも有数の淡水魚類相が豊か

な河川である 1)。武庫川本流は，河川環境の特徴から 3

つの区間に分けることができる。すなわち，篠山市・

三田市の盆地を緩やかに流れる上流域，道場付近から

宝塚付近までの渓谷の様相を成す中流域，宝塚付近か

ら河口までの平野を流れる下流域である 2, 3)。 

 著者が勤務する関西学院高等部は西宮市に所在し，

近くに武庫川の支流である仁川が流れ，武庫川下流域

はもっとも身近な河川である。著者が顧問を務める理

科部は，武庫川下流域の河川環境と水生生物の生息状

況を知ることを目的として，2011 年 10 月から水生生物

調査を行っている。本稿では，2014 年 6 月現在までの

調査で確認された淡水魚について取り上げ，武庫川下

流域の淡水魚の生息状況について報告し，考察する。 

 

2．調査方法 

調査地点は，潮止堰下流側を最下流地点とし，最上

流地点の観光ダム下流側までに，主な落差工の下流側

および支流の合流点付近を基準として，No.1～15 の 15

地点を設定した（図 1，表 1）。採集には主にタモ網，

投網を用いたほか，一部の地点では補助的に網もんど

りや釣りによる採集も行った。また，陸上からの目視

で確認できたものも記録に加えた。採集は 3～5 人で 1

地点につき約 30分間行った。採集された魚類について

は基本的に中坊（2003）4)に従い，現地で種を同定した。 

ただし，同定が困難であったヨシノボリ属の幼魚につ

いては，オス成魚の第一背鰭の形状や生時の斑紋パタ

ーン 4,5)を観察するために一部を持ち帰って飼育後，同

定を行った。また，ゲンゴロウブナを除くフナ類の分

類は混乱しており 6, 7)，兵庫陸水生物研究会（2008）1) に

よると武庫川水系にはギンブナとオオキンブナの 2 種

が生息している可能性があることから，ここではそれ

らを「フナ属（Carrassius spp.）」とし，種数をカウ

ントする際には 1 種として扱った。タイワンドジョウ

属については，目視で 1 個体を確認したのみであった

ため，「タイワンドジョウ属の一種（Canna sp.）」した。  

調査は，No.9 を除いて，各地点で 1～3 回で行った。

No.9 では，2012 年 9月から月に 1回の定量的な淡水魚

類調査をスタートさせたため（定量データについては

未発表），他の地点よりも調査回数が多くなっている。 

 確認した淡水魚は，基本的に兵庫陸水生物研究会

（2008）1)に従い，一生を淡水で過ごす「純淡水魚」，

海と川を行き来する「通し回遊魚」，基本的には海で生

活し一時的に淡水域に侵入する「周縁魚」に分類した。

ただし，シマヒレヨシノボリについては，耳石の Sr/Ca

比による回遊履歴の解析から一生を淡水で過ごすこと

が示されている 8, 9)ので，純淡水魚として扱った。 

 

3．結果 

 本調査で，28 種の淡水魚が採集された（表 2）。この

うち，純淡水魚は 21種，通し回遊魚は 4種，周縁魚は  

3 種だった。在来種は 24 種で，国外外来種はオオクチ

バス，ブルーギル，タイワンドジョウ属の一種の 3種，

国内外来種はゲンゴロウブナの 1種だった。 

最も出現種数が多かった地点は No.3 で 18 種，続い

て No.9 の 17 種だった。No.3 では通し回遊魚，周縁魚

が 6種含まれていた。一方で No.9 ではすべてが純淡水
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魚で，純淡水魚の種数では No.9 が最も多かった。しか

しながら，No.9 では年間を通した継続的な調査を行っ

ており，出現種数の多さにバイアスがかかっているも

のと思われる。 

最も出現地点数が多かった種はオイカワで，最下流

に位置する No.1，No.2 を除く残りの 13 地点すべてで

出現した。続いてカマツカが 11地点，コウライモロコ

が 10地点，カワヨシノボリが 9地点と多かった。 

 

4．考察 

4.1 出現種数から見た武庫川下流部の淡水魚類相 

武庫川水系では，53種（うち在来種 37種）の純淡水

魚，8種（同 7種）の通し回遊魚，19種（同 19 種）の

周縁魚の計 80 種（同 63 種）が確認されている 1)。今回

の武庫川下流域における調査では，在来の純淡水魚は

17 種確認された。これは武庫川水系全体で確認されて

いる在来純淡水魚の約 46%にあたる。本調査で生息魚種 

のすべてを確認できたとはいい切れないが，県内の淡

水魚類分布情報をまとめた兵庫陸水生物研究会（2008）
1)によると，武庫川下流域において 2000 年以降の確認

情報がある種で，本調査で採集されなかった純淡水魚 

はウグイのみで，純淡水魚に関してはほぼ網羅してい

ると考えられる。武庫川上流域には，水系全体の約 76% 

にあたる多様な純淡水魚類が見られる 1)。それに対し，

下流域では，通し回遊魚，周縁魚が多く見られる No.1

～3を除くと，それより上流の地点では，これら出現の

多い純淡水魚のほかに 2～3 種が見られる程度だった。

上流域と比較して下流域は単調な魚類相であるといえ

るだろう。 

通し回遊魚，周縁魚に関しては，本調査では既報よ

りも確認種数が少なかった。調査不足と考えられ，今

後の課題である。 

 

4.2 武庫川下流部の水質と淡水魚類相 

 武庫川下流域が，上流域と比べて淡水魚類相が貧弱

である原因を考察してみる。同一水系内での淡水魚類

相の不均質性を生み出す一般的な要因として，「水質・

水温」と「物理的環境」が考えられる。まず，水質と

図 1 武庫川下流域の調査地点 

表 1 武庫川下流域の調査地点の詳細，調査年月日および回数 
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水温についてであるが，2008 年から 2012 年にかけて行

われた簡易分析法を用いた水質調査では，COD や栄養塩

類濃度が中流域で高い値を示したものの，上流域と下

流域では大きな違いは見られなかった 10)。水温に関し

ても同様に，2009 年度から 2011 年度にかけて行われた

調査では，上流域と下流域で大きな違いは認められな

かった 11)。これらのデータからは，現在の水質や水温

の違いが魚類相の違いの原因であるとはいえない。 

表 2 武庫川下流域の各調査地点での確認魚種 

*目視での確認 
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現在は上流域と下流域で水質に大きな違いが見られ

ないが，1960 年代には工場排水や生活排水によって武

庫川下流域の水質汚染が進んでおり，魚類や底生動物

が全く住めない区間もあった 12）。この時代に，水質汚

染に敏感な種や二枚貝を産卵床に利用するタナゴ類な

どが絶滅したまま回復していないことも考えられる。

しかし比較のために必要な1960年代以前の淡水魚類相

の記録は見当たらず，議論はできない。 

 

4.3 武庫川下流部の物理的環境と淡水魚類相 

武庫川上流域と下流域では，河川の物理的環境に違

いがある。上流域の河川勾配は約 1/666，下流域は約

1/294 で，下流域の方が約 2.3 倍急である 3)。上流域は

緩やかな勾配であるため土砂運搬能力が低く，一般的

な河川の下流域のように，砂や泥が堆積しやすい環境

が残されており，多くの水生生物にとって好ましい生

息場となっている 13)。一方で下流域は，かつては大き

な中洲を取り巻くように幾筋にも分流しながら流れて

いて，洪水による出水が大きく，流路や川幅が安定し

ない川だったと考えられる 3)。このような性質に加え，

人口密集地帯を流れることから，現在では低水路整備

工事などの河川改修が進んでいる。その結果，流路幅

が広がり，数多くの落差工によって勾配がさらに緩く

なることで，川底の起伏が乏しくなり，平常時では流

路幅が広まって全体に水深が浅い。そのため，浅く流

れの緩やかな平瀬や，湛水域が多くの区間を占める。

このような区間には，湛水域に大型のコイが泳いでい

るのが見られるくらいで，ほとんど魚影が見られない。 

オイカワは武庫川下流域の広い範囲に優占して生息し

ていた。オイカワは浅く緩やかな流れの平瀬が続く環

境を好み，対して近縁種のカワムツは，淀んだ淵と岸

寄りまで速く流れる瀬がはっきりし，岸際に植物が生

い茂るような環境を好む 14)。武庫川下流域の広範囲で

優占するオイカワに対し，カワムツは No.9 で仁川から

下ってきたと推測される個体がごくわずかに確認され

ただけであった。仁川ではふつうに見られるカワムツ

やムギツク（未発表データ）が本流ではほぼ見られず，

オイカワやカマツカが優占することは，川が全体的に

浅く緩やかな流れが続く単調な環境であることを示し

ている。 

このような河川環境の中で，淡水魚をはじめとする

水生生物の多くは，落差工直下の落ち込みと早瀬のわ

ずかな区間に生息していた。兵庫県レッドリスト 15)で

B ランクに指定されているアカザは，No.15（阪急今津

線橋梁付近）の流れの速い浮石が豊富な早瀬でのみ採

集された。下流域で他に，このような浮石が豊富な地

点は少ない。一方で，純淡水魚の出現種数が多い仁川

合流点付近は，本流の他の地点に比べて流れや底質の

変化に富み，岸辺の植生が豊かであり，魚影が多い。

単調な河川環境が武庫川下流域の出現魚種の少なさに

大きく影響していると考えられる。 

 

4.4 潮止堰や床止が淡水魚類相に与える影響 

周縁魚の出現は最下流の No.1 から No.3 までの区間

に限られていた。No.3 付近には落差のある 2 号床止が

あり，周縁魚の遡上の障壁になっていると考えられる。

また，No.1 付近には潮止堰が，No.2 付近には 1号床止

があり，同じく通し回遊魚や周縁魚の移動の障壁にな

っている可能性がある。潮止堰および 1 号床止は近い

将来に撤去されることが決まった 16)。これらが撤去さ

れれば，No.3 付近まで潮汐の影響を受けるようになり，

海から遡上する種の出現が増えることが予想される。

一方で，純淡水魚の生息域が現在より制限される可能

性がある。しかしながら，No.3 付近まで潮汐の影響を

受けるのが武庫川本来の環境であり，純淡水魚の生息

中心の多くはより上流側にあるので，その点の考慮の

必要性は低いと考えられる。1号床止付近より下流域の

感潮域は流路幅が広く，満潮時は水深があるため詳細

な水生生物調査ができていない。潮止堰や床止の撤去

によって生息域が拡大する可能性のある種を明らかに

するために，感潮域での詳細な水生生物調査が必要で

ある。 

潮止堰や床止の撤去は，水生生物の移動を容易にす

る可能性があるが，上で述べたように，通し回遊魚に

とって，現状では遡上した先で生息可能な環境が非常

に限られていることが問題となるだろう。また，感潮

域より上流では，逆に落差工直下の落ち込みや早瀬が

水生生物の生息環境をかろうじて維持している可能性

もある。今後も淡水魚をはじめとする水生生物の生息

状況をより詳細に調査することで，現在の武庫川下流

域における，水生生物の視点から見た河川環境の問題

の全体像を明らかにすることができるだろう。 
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