
汽水・淡水魚類

和 名 科 名 上位分類群 学 名
改訂前カ
テゴリー

備 考

絶滅（EX)

該当なし

絶滅危惧Ⅰ類（CR＋EN)

スナヤツメ南方種 ヤツメウナギ科 ヤツメウナギ目 Lethenteron sp. S CR+EN 改訂前：スナヤツメ

↑ アブラボテ コイ科 コイ目 Tanakia limbata NT

イタセンパラ コイ科 コイ目 Acheilognathus longipinnis CR+EN

イチモンジタナゴ コイ科 コイ目 Acheilognatus cyanostigma CR+EN

↑ カワバタモロコ コイ科 コイ目 Hemigrammocypris rasborella VU

↑ カワヒガイ コイ科 コイ目 Sarcocheilichthys variegatus variegatus 要注目

↑ シロヒレタビラ コイ科 コイ目 Acheilognathus tabira tabira 要注目

↑ ズナガニゴイ コイ科 コイ目 Hemibarbus longirostris VU

↑ ツチフキ コイ科 コイ目 Abbottina rivularis VU

ニッポンバラタナゴ コイ科 コイ目 Rhodeus ocellatus kurumeus CR+EN

↑ ヤリタナゴ コイ科 コイ目 Tanakia lanceolata VU

↑ ワタカ コイ科 コイ目 Ischikauia steenackeri 要注目

アユモドキ アユモドキ科 コイ目 Parabotia curtus CR+EN

アジメドジョウ ドジョウ科 コイ目 Niwaella delicata CR+EN

↑ チュウガタスジシマドジョウ ドジョウ科 コイ目 Cobitis striata striata 要注目
改訂前：スジシマドジョウ中型種
ナミスジシマドジョウの亜種

ナガレホトケドジョウ ドジョウ科 コイ目 Lefua sp.1 CR+EN

ヨドコガタスジシマドジョウ ドジョウ科 コイ目 Cobitis minamorii yodoensis CR+EN 改訂前：スジシマドジョウ小型種淀川型

トビハゼ ハゼ科 スズキ目 Periophthalmus modestus CR+EN

カジカ（大卵型） カジカ科 スズキ目 Cottus pollux CR+EN 改訂前：陸封型カジカ

絶滅危惧Ⅱ類（VU)

○ ニホンウナギ ウナギ科 ウナギ目 Anguilla japonica ― 改訂前：ウナギ

↑ イトモロコ コイ科 コイ目 Squalidus gracilis gracilis NT

↑ ゼゼラ コイ科 コイ目 Biwia zezera 要注目 改訂前：ヨドゼゼラと混同

↓ ヌマムツ コイ科 コイ目 Candidia sieboldii CR+EN 改訂前：カワムツＡ型

ムギツク コイ科 コイ目 Pungtungia herzi VU

○ ヨドゼゼラ コイ科 コイ目 Biwia yodoensis ― 改訂前：ゼゼラと混同

ドジョウ ドジョウ科 コイ目 Misgurnus anguillicaudatus VU

アカザ アカザ科 ナマズ目 Liobagrus reini VU

ミナミメダカ メダカ科 ダツ目 Oryzias latipes VU メダカ南日本集団

↑ クロヨシノボリ ハゼ科 スズキ目 Rhinogobius brunneus 要注目

準絶滅危惧（NT)

↑ タモロコ コイ科 コイ目 Gnathopogon elongatus elongatus 要注目

↑ ハス コイ科 コイ目 Opsariichthys uncirostris uncirostris 要注目

↑ シマドジョウ ドジョウ科 コイ目 Cobitis biwae 要注目

ギギ ギギ科 ナマズ目 Tachysurus nudiceps NT

○ ナマズ ナマズ科 ナマズ目 Silurus asotus ―

↑ ビワコオオナマズ ナマズ科 ナマズ目 Silurus biwaensis 要注目

○ アユ アユ科 サケ目 Plecoglossus altivelis altivelis ―

↓ ウキゴリ ハゼ科 スズキ目 Gymnogobius urotaenia VU

○ シマヒレヨシノボリ ハゼ科 スズキ目 Rhinogobius  sp. BF 新規 改訂前：トウヨシノボリと混同

情報不足（DD)

アブラハヤ コイ科 コイ目 Phoxinus lagowskii steindachneri DD

◆ ウグイ コイ科 コイ目 Tribolodon hakonensis 要注目

デメモロコ コイ科 コイ目 Squalidus japonicus japonicus DD

アマゴ（サツキマス） サケ科 サケ目 Oncorhynchus masou ishikawae DD

シラウオ シラウオ科 サケ目 Salangichthys microdon DD

クルメサヨリ サヨリ科 ダツ目 Hyporhamphus intermedius DD

オオヨシノボリ ハゼ科 スズキ目 Rhinogobius fluviatilis DD

シマヨシノボリ ハゼ科 スズキ目 Rhinogobius nagoyae DD

○ トウヨシノボリ ハゼ科 スズキ目 Rhinogobius kurodai ― 改訂前：シマヒレヨシノボリと混同

◆ ビリンゴ ハゼ科 スズキ目 Gymnogobius breunigii CR+EN

ボウズハゼ ハゼ科 スズキ目 Sicyopterus japonicus DD

【凡例】 ↑：アップリスト種   ↓：ダウンリスト種   ○：新規掲載された種   ◇：DDから変更された種   ◆：DDへ変更された種

大阪府内で確認された汽水・淡水魚類のうち、絶滅のおそれのある種の総数は29種（絶滅危惧Ⅰ類19種、絶滅危惧Ⅱ類10種）

となり、前回（2000年）の22種から7種増加した。改訂前に絶滅種とされていたミナミトミヨについては、標本等が残されていな

いためリスト外とした。

なお、和名、学名については、分類が不確定な種を除き、「環境省第４次レッドリスト」（2013）および「日本産魚類検索 全

種の同定 第三版」（東海大学出版会、2013）に基づいた。また、一部は最新の分類を取り入れた。

ランク


