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調 査 報 告

は じ め に

　猪苗代湖は湖面積103.3㎢，流域面積820.2㎢，湖面
標高約514ｍ，最大水深93.5ｍの湖沼であり，湖面積
では日本で４番目に大きい。水質も以前は極めて良好
で，COD値による公共用水域（湖沼）における水質
測定結果では2002年から2005年まで４年連続日本一に
なるなど，国内でも水質の良好な湖沼の一つとして知
られていた。猪苗代湖のCOD値が0.5-0.6㎎/Lと低
い状態で保たれていたのは，猪苗代湖の流域面積の半
分以上を占める長瀬川流域（流域面積432.8㎢）から
流入する酸性水（2007年の測定値：沼ノ倉橋pH3.4-
3.5，小金橋pH3.6-4.0，福島県環境センター，2008）
に原因がある（中村ら，2008ａ）。長瀬川の酸性水に
よって生産される河川水中の凝集塊（Fe, Ca, Al, Si
などが主成分）が栄養塩類である窒素やリンを吸着し，
湖底に沈殿させるため，結果として湖水中のリン濃度
が低下し（全リン濃度0.003㎎/L），湖内の植物プラ
ンクトンの一次生産が抑制され，COD値が低く保た
れると考えられる（中村ら，2008ａ）。猪苗代湖は長
瀬川の酸性水の影響によって1995年頃まではpH5.0程
度の酸栄養湖であったが，湖水のpHは1996年以降上
昇し，2007年には湖心表層のpHは6.3-6.6に達し（福
島県環境センター，2008），2015年の湖心表層のpH
は6.6-7.0となっている（福島県，2016）。
　猪苗代湖のpHが上昇した結果，COD値を低い状態

で保っていた凝集塊による自然浄化機能には期待でき
なくなり，湖水の水質悪化が生じる可能性が指摘され
てきた（福島県生活環境部環境保全領域水環境グルー
プ，2008；中村ら，2008ａ）。2002年には福島県が水
環境の保全に対する利用者の責務，リンや窒素の含有
量の排水基準の設定，水環境保全推進計画の策定など
を定めることを目的とした「猪苗代湖及び裏磐梯湖沼
群の水環境の保全に関する条例」を制定した。しか
し，実際にはpHの上昇とともに大腸菌群数も上昇し，
2006年には環境基準値（Ａ類型1000MPN/100ml）を
超過した（小野ら，2010）。そのため，福島県や猪苗
代湖周辺地域の自治体，小・中・高等学校，日本大学
工学部，山形大学理学部，福島大学共生システム理工
学類などの研究機関，各種団体によって，北岸でのヨ
シ刈り，ヒシ刈り，漂着水草の回収，北岸や南岸での
ヨシ屑回収を含む湖岸域での清掃活動など，猪苗代湖
の水環境の悪化を未然に防止するための様々な取り組
み（水環境保全活動）が実施されるようになった。一
方，猪苗代湖には保護上重要な水生植物が生育してい
るため，猪苗代湖における水環境保全活動を実施する
際，植物の多様性保全の観点から配慮すべき事項など
の提言が，植物相と植生調査の結果に基づいてなされ
ている（黒沢ら，2012）。
　猪苗代湖には様々な動物も生息しており，そのよう
な動物に対しても，植物と同様にその多様性保全の観
点から湖岸や水域での水環境保全活動実施時に配慮す
べき事項の検討が必要である。特に湖岸域に生息する
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底生動物は，水質や底質の変化，水生植物の量と質，
人による湖岸での活動によって様々な影響を受けると
思われる。しかし，猪苗代湖に生息する底生動物（＝
大型無脊椎底生動物：水中で生活する動物から魚類，
両生類，プランクトン，原生動物を除いたもの）の記
録は水生植物，魚類，鳥類のそれと較べると極めて断
片的で，公刊された文献による記録はほとんどない。
ちなみに，魚類については，猪苗代の自然と歴史・文
化を考える会（2003）が猪苗代湖と流入河川には32種
類の魚類が生息していることを，猪苗代湖の自然を守
る会（2007）は2002年の福島県内水面試験場の調査資
料に基づき猪苗代湖には34種類の魚類が生息している
ことを，福島県（2008）は2003年の生息状況調査の結
果として15種群の魚類を，それぞれ報告している。鳥
類については，猪苗代の自然と歴史・文化を考える会
（2003）が75種類の生息を，福島県（2008）は2003年
の生息状況調査の結果として62種類の生息を確認して
いる。
　猪苗代湖に生息する昆虫以外の底生動物として
は，タガイSinanodonta japonica（Clessin）（または
ドブガイ），カラスガイCristaria plicata（Leach），
マシジミCorbicula leana Prime，タイワンシジミ
Corbicula fluminea（Müller）（外来種），オオタニシ
Cipangopaludina japonica（Martens）（またはタニシ），
スジエビPalaemon paucidens De Haan（またはエビ），
ヌカエビPatatya improvisa（Kemp），アメリカザリガ
ニProcambarus clarkii（Girard）（または移入種のザリ
ガニ，外来種）が記録されている（福島県保健環境部
公害規制課（編），1992；福島県，2008）。シジミ類は
1831年に藩主松平容敬公によって長浜に放流されたと
の記録がある（福島県耶麻郡役所（編），1978；猪苗
代町史編さん委員会（編），1979）。また，猪苗代の自
然と歴史・文化を考える会（2003）には200年ほど前
の文献に琵琶湖からシジミ類が移植されたことが記録
されているとの記述がある。猪苗代湖に生息する昆虫
については，湖岸域から２種類の流水生カゲロウ類
の幼虫が記録されている（西岸の小石ヶ浜付近から
ウエノヒラタカゲロウEpeorus curvatulus Matsumura，
南岸の舟津浜からキイロヒラタカゲロウEpeorus 
aesculus Imanishi，福島県保健環境部公害規制課（編），
1992）。最も詳細に調査されているのはユスリカ類で，
ライト・トラップと捕虫網によるスウィーピングで
採集された成虫の記録であるため，必ずしも幼虫が
猪苗代湖に生息するとは限らないが，佐々ら（2000，
2001）によって計75種３亜種が報告されている（佐々

ら（2001）には合計70種との記述があるが，佐々ら
（2000，2001）が記録したユスリカ類の種を合計する
と75種３亜種となる）。また，成虫の記録ではあるが，
湖岸付近からはウチワヤンマSinictinogomphus clavatus
（Fabricius）（天神浜，９都県のレッドリスト掲載種），
アマゴイルリトンボPlatycnemis echigoana Asahina（湖
南，３県のレッドリスト掲載種），コバネアオイトト
ンボLestes japonicus Selys（金山浜，環境省第４次レッ
ドリスト絶滅危惧ⅠＢ類，39都府県のレッドリスト掲
載種）など，希少なトンボ類も記録されている（横井，
2002；酒井，2004；雛倉，2013；平澤，2014）。その
他，猪苗代の自然と歴史・文化を考える会（2003）に
はコラム的な文章であるが，湖底からはユスリカ類や
イトミミズ類など26種の生物が記録されており，深度
40-90ｍではイトミミズ類の密度が高く，それよりも
浅い水域ではユスリカ類など多様な底生動物が出現す
る，との記述がある。
　このように猪苗代湖には保護上重要な種（＝環境省
の第４次レッドリスト（RL）掲載種，福島県レッドデー
タブック（RDB）掲載種，改訂版福島県レッドリス
ト（RL）中間まとめリスト掲載種）や外来種を含む様々
な底生動物が生息しているようであるが，ファウナの
全体像はまったく把握できていない状況である。そこ
で本研究は，湖岸域や水域において水環境保全活動を
実施する際，湖岸や湖内に生息する底生動物の多様性
保全の観点から配慮すべき事項を検討するための基礎
資料（インベントリー）蓄積を目的として，猪苗代湖
全域で網羅的な底生動物相調査を実施した。本報告で
は2016年の調査で記録された底生動物の暫定的なリス
トを作成した。また，記録された底生動物の分布と種
構成，保護上重要種，特筆すべき種，外来種の特徴を
記した。

調査地と調査方法

　猪苗代湖における底生動物相調査は，2016年６月か
ら10月までの５ヶ月間に10回，湖内の18地点と志田浜
と流水で繋がる前浜干拓南側の湿地１地点を合わせた
19地点で実施した（図１）：⑴長瀬川河口東（10月20日，
22日），⑵志田浜（９月17日），⑶上戸浜（10月20日，
10月22日），⑷浜路付近（７月30日，10月26日），⑸舘
浜（10月22日），⑹鰌浜（７月30日，10月26日），⑺鬼
沼（６月18日，６月22日，９月17日），⑻秋山浜（10

月26日），⑼秋山浜付近（７月18日），⑽小倉沢（６月
22日，10月26日），⑾崎川浜（７月18日），⑿中田浜（10



猪苗代湖の底生動物相（予報） （8441）

―　　―59

月26日），⒀中田浜マリーナ（７月18日），⒁笹山（７
月18日，10月26日），⒂翁島付近（６月18日），⒃長浜
（９月１日，９月27日），⒄三城潟（６月22日，７月30日），
⒅天神浜（10月22日），⒆志田浜西の湿地（９月17日，
９月27日）。猪苗代湖には多数の流入河川があるため，
河川水とともに猪苗代湖に流入した底生動物が，湖内
から採集される可能性が考えられる。本研究における
調査ではそのような底生動物をできるだけ除き，猪苗
代湖内だけで生活史を完了させる種（成虫や成体が猪
苗代湖で産卵・産仔し，幼虫や幼体が猪苗代湖内で成
長する種）を把握したかったため，長瀬川河口東を除
き，猪苗代湖の流入河川からある程度離れた場所を調
査地として選定した。
　本研究の目的は猪苗代湖に生息する底生動物を網羅
的に調査し，猪苗代湖の底生動物相を明らかにするこ

とであるため，調査はDフレー
ムネット（目合い１㎜，前幅40

㎝，HOGA社製）を用いて湖
岸付近の底質上，底質下に生息
する底生動物や水生植物に付着
している底生動物をランダムに
採集する定性的な方法で実施し
た。また，湖岸付近の湖内や湖
外にある石を持ち上げ，石の裏
や石の下にいる底生動物を見つ
け採りする方法も併用した。調
査時間は１つの調査地点当たり
約１時間とした。採集された底
生動物は70%エタノールを用い
てその場で固定し，研究室に持
ち帰った後に実体顕微鏡を用い
て同定した。

調査結果と考察

　本研究における調査によっ
て，猪苗代湖から節足動物門，
環形動物門，軟体動物門，扁形
動物門の４門に属する21目59科
92種群の底生動物を記録するこ
とができた（付表．猪苗代湖に
生息する底生動物の暫定リスト
参照）。水上生活をするアメン
ボ類，カタビロアメンボ類，ミ
ズスマシ類，水際の陸上で生活

するミズギワカメムシ類，ハマトビムシ類，浮葉植物
や抽水植物などの葉や茎上で生活するミズカメムシ
類，ネクイハムシ類（成虫）は底生動物には含まれな
いが，本研究ではこれらも底生動物として扱い，上記
した種（群）数に含めた。一方，湖岸で生息を確認し
たトンボ類の成虫については，同種の幼虫を湖内（志
田浜西の湿地を含む）で確認した場合のみ，種（群）
数に含めた。
　湖内に広く分布している底生動物はトウヨウモンカ
ゲロウ（12地点/19地点で生息確認，図２Ａ），スジエ
ビ（16地点/19地点，図２Ｂ），タイワンシジミ種群
（11地点/19地点，図２Ｃ）の３分類群であった。しか
し，これらの種（群）も長瀬川河口東から上戸浜まで
の間の湖内ではまったく確認できなかった。長瀬川河
口東から上戸浜までの間の湖内で記録された底生動物
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図１　調査地点位置図
猪苗代湖内の底生動物相調査地点を●で示した。前浜干潟南側の湿地（○）
は志田浜と流水によって繋がっている。調査地「長瀬川河口東」は長瀬川河
口部に直近の場所であるが，調査地「鰌浜」，「秋山浜」，「崎川浜」はそれぞ
れ舟津川，常夏川，原川の河口部からやや離れた場所である。スケールは３㎞。
国土地理院地図の地形図を使用した。
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は，ムラサキトビケラ，ダビドサナエ属の一種，ホソ
バトビケラ，アオヒゲナガトビケラ属の一種，ゴマダ
ラチビゲンゴロウ（図２Ｆ），ユスリカ科の属未同定

種，イトミミズ類だけであった。途中で流入する酸川
の影響で酸性河川となった長瀬川から湖内に流入した
酸性水は湖内を時計回りに流れることが知られてい
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る（福島県生活環境部環境保全領域水環境グループ，
2008）。一般に酸性水に耐性のある底生動物は限られ
ており，酸性河川や酸性湖沼における底生動物の種多
様性は低いことが知られている（河西，1940；塘・増
渕，2014；武田ら，2015；塘ら，2016）。酸性湖沼に
おける底生動物の種多様性が低いことと猪苗代湖内の
湖水の流れを合わせて考えると，長瀬川河口東から上
戸浜までの間の底生動物の種数が極めて少ないのは長
瀬川の酸性水の影響かもしれない（cf. 中村ら，2008

ｂ）。長瀬川河口よりも西に位置する天神浜からはト
ウヨウモンカゲロウ，スジエビ，タイワンシジミ種群
を含む底生動物の生息が確認されていることも，長瀬
川河口東から上戸浜までの間の底生動物相が貧弱なの
は酸性水の影響であることを示唆している。なお，湖
岸陸側にある石の下に生息するエサキナガレカタビロ
アメンボも猪苗代湖には広く分布していることが確認
されたが（10地点/19地点），本種は上戸浜にも生息し
ていた（図３Ａ）。本種は乾燥した場所には生息しな
いが，湖水の酸性度の影響は受けないものと思われる。
　琵琶湖のような大型湖では流水生の底生動物が多く
記録されることが知られている（西野（編），1992）。
猪苗代湖でも琵琶湖と同様に流水生の底生動物が記録
された。猪苗代湖で生息が確認された流水生の底生動
物は，フタスジモンカゲロウ，ウスイロフトヒゲコカ
ゲロウ，ハグロトンボ，コオニヤンマ，オナガサナエ，
オオヤマカワゲラ属の一種，タイリククロスジヘビト
ンボ，ムラサキトビケラ，モンキマメゲンゴロウ，コ
オナガミズスマシ，チビヒゲナガハナノミ，ナミウズ

ムシなど29種で，全体の約31.5%（29種/92種群）に
相当する。これらの中にはトウヨウモンカゲロウ，シ
ロタニガワカゲロウ（図２Ｅ），アオサナエ，フタツ
メカワゲラ属の一種，ミヤマイワトビケラ属の一種，
ニンギョウトビケラ，ゴマダラチビゲンゴロウ（図２
Ｆ），ムナビロツヤドロムシのように湖沼の湖岸域や
止水部にも生息することが知られているもの（森・北
山，2002；川合・谷田（共編），2005；井上ら，2009；塘・
増渕，2014）や流水域でも岸辺付近の止水部や緩流部
を主な生息場所にしているものが含まれている。著者
は猪苗代湖周辺の池沼からこれまでに約90種群の底生
動物の生息を確認しているが（塘，未発表），それら
に流水生の底生動物が占める割合は約10%であり，猪
苗代湖の約31.5％という割合は相当に高い。本研究に
おける調査では記録された底生動物に対して猪苗代湖
の流入河川由来の底生動物の占める割合をできるだけ
小さくするため，長瀬川河口東を除いて，可能な限り
流入河川から離れた場所を調査地として選んだ。しか
し，猪苗代湖には多数の流入河川があるため，それら
の影響がより広範囲に生じており，流入河川に生息し
ている流水生の底生動物が記録された結果，その割合
が高くなったのかもしれない。また，小型の池沼とは
異なり，猪苗代湖では晴天時にも湖岸には波（寄せ波
と引き波）が生じている。波の影響によって湖水が常
時動いていることも流水生の底生動物の割合が高く
なった要因なのかもしれない。今後，鬼沼や笹山のよ
うな地形的に波の影響を受けにくい場所とそうではな
い場所との間で底生動物相を定量的に比較したり，流

図２　猪苗代湖の底生動物
Ａ．トウヨウモンカゲロウ Ephemera orientalis McLachlan（カゲロウ目モンカゲロウ科）。長瀬川河口付近から上戸浜まで
の間には分布しないが，それ以外の湖内全域に分布する。スケールは10㎜。Ｂ．スジエビ Palaemon paucidens De Haan（十
脚目テナガエビ科）。長瀬川河口付近から上戸浜までの間には分布しないが，それ以外の湖内全域に分布する。スケールは
10㎜。Ｃ．タイワンシジミ種群 Corbicula fluminea-species complex（マルスダレガイ目シジミ科）。長瀬川河口付近から浜
路付近までの間には分布しないが，それ以外の湖内全域に分布する。殻色が黄色く，鉸歯が紫色のカネツケシジミ型が多
く見られる。スケールは10㎜。Ｄ．モノアラガイ Radix japonica Jay（有肺目モノアラガイ科）（白矢尻）とヒラマキミズマ
イマイ Gyraulus chinensis spirillus（Gould）（有肺目ヒラマキガイ科）（黒矢尻）。モノアラガイは環境省第４次レッドリスト
の準絶滅危惧，ヒラマキミズマイマイは同じく環境省第４次レッドリストの情報不足に位置づけられている。猪苗代湖で
は前者は鰌浜，鬼沼，笹山，長浜，三城潟，天神浜，湖外ではあるが，志田浜西の湿地から記録された。後者は鰌浜，笹山，
翁島付近，湖外ではあるが，志田浜西の湿地から記録された。スケールは10㎜。Ｅ．シロタニガワカゲロウ Ecdyonurus 
yoshidae Takahashi（カゲロウ目ヒラタカゲロウ科）。本種は流水域に生息するカゲロウ類である。底質が礫質の場所であ
れば，長瀬川河口付近から上戸浜までの間を除く湖内のほぼ全域に分布する。スケールは 5㎜。Ｆ．ゴマダラチビゲンゴロ
ウ Oreodytes natrix（Sharp）（コウチュウ目ゲンゴロウ科）。本種は流水域に生息するゲンゴロウ類である。猪苗代湖では局
所的な分布を示すが，志田浜，鰌浜，秋山浜など多産する場所が多い。スケールは 5㎜。Ｇ．エサキナガレカタビロアメン
ボ Pseudovelia esakii Miyamoto（カメムシ目カタビロアメンボ科）。本種はこれまで青森県と秋田県からしか生息が確認さ
れておらず，福島県初記録である。猪苗代湖では北部の長瀬川河口東，志田浜，三城潟，天神浜を除くほぼ全域で分布が
確認された。スケールは 5㎜。Ｈ．コウホネネクイハムシ Donacia ozensis Nakane（コウチュウ目ハムシ科）。本種はこれ
まで福島県内では尾瀬ヶ原でしか記録がなかったネクイハムシ類である。成虫がコウホネの葉を食害する（図のコウホネ
の葉の表面が削られたような部分が食害痕である）。スケールは10㎜。
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入河川からの距離と流水生種の出現頻度との関係を調
査したりすれば，流入河川や波が猪苗代湖の底生動物
相にどのような影響を及ぼしているのかを明らかにす
ることができるものと思われる。

保護上重要な種
　本研究による調査で猪苗代湖から記録された保護上
重要な種は，ルイスツブゲンゴロウ，キベリクロヒメ
ゲンゴロウ，コシマゲンゴロウ，コオナガミズスマシ，
モノアラガイ，ヒラマキミズマイマイの６種であった 
（表１）。
　ルイスツブゲンゴロウは本州から九州に分布す
る種で，環境省第４次RLの絶滅危惧Ⅱ類，福島県
改訂版レッドリスト中間まとめリスト掲載種であ
る（https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/
life/84630_462119_misc.pdf，2016年11月30日確認）。
平野部から丘陵部など低地の水生植物が豊かな自然度
の高い止水域を生息環境としている。各地での減少率
が高く（環境省（編），2015），８都県のRL掲載種であ 
る。福島県内の分布も局地的であるが，猪苗代湖では
鬼沼の浮葉植物や抽水植物が生育する環境に多産す
る。猪苗代湖周辺の池沼からも生息が確認されている
（塘，未発表）。鬼沼ではツブゲンゴロウも同所的に生
息するが，本種の個体数の方が圧倒的に多い（井上
ら（2009）による福岡県での分布状況にも同様の記述
がある）。侵略的外来種による負の影響を強く受ける
ことが指摘されており（環境省（編），2015），鬼沼で
もアメリカザリガニやブラックバスなどの侵略的外来
種の侵入防止が本種を維持保全するためには重要であ
る。
　キベリクロヒメゲンゴロウは北海道からトカラ列
島まで分布する種で（環境省（編），2015），環境省
第４次RLの準絶滅危惧，福島県改訂版レッドリスト
中間まとめリスト掲載種である（https://www.pref.
fukushima.lg.jp/uploaded/life/84630_462119_misc.
pdf，2016年11月30日確認）。平野部から丘陵部など

低地の水生植物が豊かな比較的大きな池沼を生息環境
としている（森・北山，2002）。生息適地が開発や植
生遷移などにより減少し，侵略的外来種の影響も強く
受けている。６都県のRL掲載種である。分布は局地
的であるが，生息地での個体数は比較的多い。福島県
内でも分布は局地的であるが，生息地での個体数は多
い。ただし，猪苗代湖では鬼沼で２個体が記録された
のみである。
　コシマゲンゴロウは北海道（道南から札幌周辺まで）
から九州まで広く分布する種で（森・北山，2002），
環境省第４次RL，福島県RDBには未掲載であるが（cf. 
福島県，2002；環境省（編），2015），福島県改訂版RL
中間まとめリストには掲載されている（https://www.
pref.fukushima.lg.jp/uploaded/life/84630_462119_
misc.pdf，2016年11月30日確認）。２つの都県のRL掲
載種で，生息地ではまとまった個体数が認められると
されることもあるが（森ら，2014），福島県内の分布
は局地的な上，生息地でも個体数が少ない。ただし，
猪苗代湖周辺の池沼には広く分布し，個体数が比較的
多い生息地もある（塘，未発表）。猪苗代湖の湖内で
は生息が確認されず，志田浜西の湿地から１個体が記
録された。
　コオナガミズスマシは本州から九州に分布する種
で（川合・谷田（共編），2005），環境省第４次RLの
絶滅危惧Ⅱ類，福島県改訂版RL中間まとめリストの
掲載種である（https://www.pref.fukushima.lg.jp/
uploaded/life/84630_462119_misc.pdf，2016年11月30

日確認）。本種は流水生であり，水質の良好な河川上
流域から中流域の水生植物が豊富な河岸に生息すると
される（井上ら，2009；環境省（編），2015）。水質汚
濁や河川開発の影響を受け，生息適地が減少しており，
15の都府県のRL掲載種である。裏磐梯地域を流れる
長瀬川では多くの個体が見られる場所もある。猪苗代
湖では北岸域の２地点（長浜と三城潟）から，それぞ
れ１個体ずつの生息が確認された。
　モノアラガイは環境省第４次RLの準絶滅危惧であ

　表１　猪苗代湖に生息する保護上重要な種一覧
環境省第４次
レッドリスト

福島県改訂版レッドリスト
中間まとめリスト*

主な生息環境

節足動物門昆虫綱 コウチュウ目 ルイスツブゲンゴロウ Laccophilus lewisius Sharp 絶滅危惧Ⅱ類 ● 止水
キベリクロヒメゲンゴロウ Ilybius apicalis Sharp 準絶滅危惧 ● 止水
コシマゲンゴロウ Hydaticus grammicus （Germar） ● 止水
コオナガミズスマシ Orectochilus punctipennis Sharp 絶滅危惧Ⅱ類 ● 流水

軟体動物門腹足綱 有肺目 モノアラガイ Radix japonica Jay 準絶滅危惧 止水・流水
ヒラマキミズマイマイ Gyraulus chinensis spirillus （Gould） 情報不足 止水・流水

　* 現在の福島県レッドデータブックの掲載種は含まれていない。
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り，全国的に個体数が減少し，湖沼，湿地の開発や水
質汚濁など生息環境が悪化しているとされる（環境省
（編），2014）。18の都府県のRLに掲載されているが，
福島県内の分布は局地的ではあるものの，生息地での
個体数は多い。例えば福島市の摺上川ダムや西郷村の
堀川ダムなどのダム直下の河川では夥しい個体数が見
られることもある（塘，未発表）。猪苗代湖では鰌浜，
鬼沼，笹山，長浜，三城潟，天神浜，志田浜西の湿地
と，底質，水生植物の分布，人為的攪乱の規模が異な
る様々な湖岸域から生息が確認された（図２Ｄ）。
　ヒラマキミズマイマイは環境省第４次RLの情報不
足であり，湿地開発，圃場整備，農薬汚染などの影
響を受け，減少傾向にあるとされる（環境省（編），
2014）。13の県のRLに掲載されており，福島県内の
分布も局地的で，生息地でも個体数はそれほど多くな
い。猪苗代湖では鰌浜，笹山，翁島付近，志田浜西の
湿地で生息が確認されたが（図２Ｄ），いずれの場所
でも個体数は少なかった。

特筆すべき種
エサキナガレカタビロアメンボ Pseudovelia esakii 
Miyamoto（カメムシ目カタビロアメンボ科）（図２Ｇ）
　本種はこれまで青森県と秋田県からしか記録されて
おらず（川合・谷田（共編），2005；日本昆虫目録編
集委員会（編），2016），福島県からは初記録である。
環境省第３次RLには準絶滅危惧として掲載されてい
たが（環境省（編），2006），新産地の発見等によっ
て環境省第４次RLからは削除された（環境省（編），
2015）。ナガレカタビロアメンボ属は日本から５種が
記録されており，本種以外の４種はいずれも河川水際
の止水部や緩流部に生息するが，本種は湖や池などの
岸付近の石や倒木の下，岩の垂直部に生息することが
知られている（川合・谷田（共編），2005）。猪苗代湖
でも本種は湖岸に近い陸上の湿った石の下や枯れた植
物の下に多数生息しており（図３Ａ-Ｃ），水面にいる
個体はほとんど観察されなかった。また，猪苗代湖に
は全域にわたって広く分布していることが確認され
た。
　九州以北に分布するナガレカタビロアメンボ属の
種は本種とナガレカタビロアメンボPseudovelia tibialis 
tibialis Esaki and Miyamotoの２種しか知られていな
い。ナガレカタビロアメンボとはオスの中肢脛節先端
部に棘状の毛束がないこと（ナガレカタビロアメンボ
には毛束がある）（図３Ｄ），後肢付節第１節に長い遊
泳毛が３～４本しかなく，第１節は第２節よりも長い

こと（ナガレカタビロアメンボは遊泳毛が７本あり，
第１節よりも第２節の方が長い，図３Ｅ）によって明
確に区別できる。一方，メスでは両種を区別すること
ができない。
　本種が環境省第３次RLに準絶滅危惧として掲載さ
れていた理由は，分布域が限られ産地数が少なく，水
辺環境が悪化していることであった（環境省（編），
2006）。猪苗代湖では湖岸などの水辺は利用者も多く，
漂着水草やヒシの枯死体の堆積や水鳥の糞や羽毛の蓄
積が見られる場所もある。現在実施されている漂着水
草の回収，湖岸清掃活動を継続して実施することが，
湖岸域の環境を維持することになり，結果として本種
の生息地保全につながると考えられる。

コウホネネクイハムシ Donacia ozensis Nakane（コウ
チュウ目ハムシ科）（図２Ｈ）
　本種は東北６県と新潟県，群馬県，長野県に分布
する種で（林，2012），福島県内ではこれまでに尾
瀬ヶ原からしか知られていなかった種である（斎藤，
2016）。本種は幼虫が水生植物の根を，成虫は各種の
花（花粉）や葉を摂食するネクイハムシ亜科に属する。
本種の成虫はコウホネ類に強く依存し，猪苗代湖でも
コウホネの葉を摂食していた（尾瀬ヶ原ではオゼコウ
ホネやネムロコウホネを食害していたとの報告がある
（蜂谷・星，1981））。猪苗代湖では2016年，福島昆虫ファ
ウナ調査グループの斎藤修司氏らによって湖南の鬼沼
のコウホネに生息していることが最初に発見された。
鬼沼では成虫の個体数も多かった。その後，本研究に
よる調査で湖西の中田浜マリーナのコウホネの葉から
多数の食痕が，続いて湖北の志田浜西の湿地のコウホ
ネの葉から１個体（成虫）が発見された。湖南，湖西，
湖北のコウホネから分布が確認されたことから，松橋
浜や白鳥浜など，猪苗代湖内でコウホネ群落がある他
の場所にも分布している可能性が高い（松橋浜や白鳥
浜におけるコウホネの分布：黒沢ら，2012）。

外　来　種
　本研究における調査で猪苗代湖から記録された外来
種はイネミズゾウムシ，フロリダマミズヨコエビ，タ
イワンシジミ種群，サカマキガイの４種（群）であった。
これら以外にアメリカザリガニの文献記録がある（福
島県保健環境部公害規制課（編），1992；猪苗代湖の
自然を守る会，2007）。これらの中でタイワンシジミ
種群は分布範囲が広く，個体数も多かったが，それ以
外の外来種については現在は分布が局地的で，密度も
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図３　エサキナガレカタビロアメンボPseudovelia esakii  Miyamotoの生息環境と特徴
Ａ．上戸浜の生息場所（2016年10月22日撮影）。エサキナガレカタビロアメンボは漂着水草が堆積した部分の後方（白矢印
で示した場所）にある石の下に生息していた。Ｂ．浜路付近の生息環境（2016年10月26日撮影）。エサキナガレカタビロア
メンボは打ち寄せた波が届かない場所の石の下に生息していた。石の下は湿っており，浅い水たまりになった部分（白矢
印で示した場所）もあった。Ｃ．鰌浜の生息環境（2016年10月26日撮影）。エサキナガレカタビロアメンボは打ち寄せた波
が届かない場所の石の下に生息していた。石の下は湿っていた。Ｄ．ナガレカタビロアメンボ属Pseudovelia２種のオスの
中肢。エサキナガレカタビロアメンボ（上段，猪苗代湖舘浜産）は脛節先端部に刺状の毛束がない。一方，ナガレカタビ
ロアメンボPseudovelia tibialis tibialis Esaki and Miyamoto（下段，裏磐梯五色沼湖沼群柳沼産）は脛節先端部に刺状の毛束（黒
矢尻で示した部分）をもつ。エサキナガレカタビロアメンボの中肢は脛節と付節だけを示した。スケールは 1㎜。Ｅ．ナガ
レカタビロアメンボ属２種のオスの後肢。エサキナガレカタビロアメンボ（上段、猪苗代湖舘浜産）は付節第１節に４本
の長い遊泳毛をもつ。一方，ナガレカタビロアメンボ（下段，裏磐梯五色沼湖沼群柳沼産）は付節第１節に７本の遊泳毛
をもつ。エサキナガレカタビロアメンボの後肢は脛節と付節だけを示した。スケールは 1㎜。
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それほど高くないようである。なお，裏磐梯地域の河
川や湖沼から記録されている特定外来生物ウチダザリ
ガニPacifastacus leniusculus trowbridgii（Stimpson）や
ハブタエモノアラガイPseudosuccinea columella（Say）
は確認されなかった（cf. 塘ら，2016）。
　イネミズゾウムシは鬼沼から１個体が採集された。
本種は日本では1976年に初確認された北米原産の外来
種であり，現在は日本全土に分布する（日本生態学会
（編），2002）。本種は日本では単為生殖で増え，イネ
科とカヤツリグサ科を寄主として利用するが，成虫は
イネの葉を，幼虫はイネの根を食害するため，農業害
虫として重要である。生態系被害防止外来種リストに
は掲載されていないが，日本の侵略的外来種ワースト
100に含まれており（日本生態学会（編），2002），植
物防疫法の発生予察事業の対象種にもなっている。
　フロリダマミズヨコエビは日本では1989年に発見さ
れた北米原産の外来種で，現在は北海道，本州，四
国，九州に広く分布する（Nagakubo et al., 2011）。
福島県では2003年に阿武隈川水系で発見され（塘
ら，2008），その後は県内各地で記録されている。裏
磐梯地域では大小様々な湖沼・池沼に分布し（塘ら，
2016），長瀬川も酸川流入部よりも上流域には分布す
る（武田ら，2015）。酸川が流入した後の長瀬川には
分布が見られないが，猪苗代湖では浜路付近，鬼沼，
中田浜マリーナ，笹山，翁島付近，志田浜西の湿地か
ら記録された。分布範囲は広いが，生息が確認された
場所での密度はそれほど高くなかった。生態系被害防
止外来種リストでは総合対策外来種のその他の総合対
策外来種に指定されている。
　タイワンシジミ種群とは，中国，朝鮮半島，ロシ
アに自然分布し，1985年頃，輸入シジミ類に混入し
て国内に移入されたタイワンシジミCorbicula fluminea
（Müller）を含む複数種のことである（財団法人自然
環境研究センター（編），2008）。生態系被害防止外来
種リストでは総合対策外来種のその他の総合対策外来
種に指定されている。猪苗代湖では長瀬川河口東から
浜路付近までの間を除くほぼ全域から記録された（浜
路付近でも殻片は確認された）。特に中田浜，笹山，
翁島付近，長浜ではカネツケシジミ型と呼ばれる殻が
黄色く，鉸歯部分が紫色の個体が夥しい数見られる（図
２Ｃ）。
　サカマキガイはヨーロッパ原産で，1935～1940年
頃に観賞淡水魚用の水草とともにヨーロッパから持
ち込まれたと考えられている（日本生態学会（編），
2002）。本種は水質汚濁耐性が高く（国土交通省・環

境省による水生生物による簡易水質調査の「大変汚れ
た水」の指標，日本版平均スコア法の「スコア１」：
10段階のスコアの最低値で，最も不良な水質指標，緒
方・谷田，2010），継続的な産卵と稚貝の成長速度の
速さから短期間に個体数が増大するため，ニッチを同
じくする淡水産巻貝類に負の影響を及ぼす可能性が指
摘されている（日本生態学会（編），2002）。生態系被
害防止外来種リストには掲載されていないが，日本の
侵略的外来種ワースト100に含まれている（日本生態
学会（編），2002）。猪苗代湖では鰌浜，志田浜西の湿
地で記録された。

　本報告で記したように，本研究による2016年の１
年間の調査によって猪苗代湖からは保護上重要な種，
福島県内では猪苗代湖でしか生息が確認されていな
い種，外来種を含む90種以上の底生動物の生息が確
認された。しかし，猪苗代湖における生息が既知の
種でありながら，本研究による調査では確認できな
かったヌカエビ，アメリカザリガニ，ウエノヒラタ
カゲロウ，キイロヒラタカゲロウなどのような種も
ある。また，規模はかなり異なるものの，猪苗代湖
と同様の大型湖沼である琵琶湖（湖面積669.2㎢）か
らはこれまでに700種類以上の底生動物（水生昆虫は
種名が確定したものだけで310種以上）の生息が確
認されている（琵琶湖生物多様性画像データベース
http://www.pref.shiga.lg.jp/d/biwako-kankyo/
lberi/02shiraberu/02-05database/biodiversity.html ，
2016年11月30日確認）。猪苗代湖には本調査では未確
認の底生動物が相当多く生息しているものと考えられ
る。猪苗代湖における水環境保全活動時に，湖岸域や
湖内の底生動物の多様性保全の観点から配慮すべき事
項の検討を可能にするため，今後も底生動物相調査を
継続し，インベントリーを充実させる必要がある。
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付表．猪苗代湖に生息する底生動物の暫定　　
リスト

　以下は本研究における猪苗代湖での調査（2016年6月～10月）で
記録された底生動物の暫定リストである。和名，学名，確認年月
日，確認された調査地点名の順に記した。流水域を主な生息場所と
することが知られている種については，和名の後にアスタリスク（*）
を付した。
　昆虫類については，カメムシ目とコウチュウ目以外は幼虫の生息
や羽化殻が確認された種のみを記した。19の調査地点のいずれかで
幼虫や羽化殻が確認された上で，それ以外の調査地点で成虫が確認
された場合はリストに挙げ，確認された調査地点の後に（成虫）と
記した。カメムシ目とコウチュウ目で幼虫が確認された場合は，確
認された調査地点の後に（幼虫）と記した。

節足動物門昆虫綱
カゲロウ目
モンカゲロウ科
フタスジモンカゲロウ*　Ephemera japonica McLachlan　2016.7.18
秋山浜付近

トウヨウモンカゲロウ*　Ephemera orientalis McLachlan　2016.10.26
浜路付近，2016.10.26鰌浜（湖内，砂浜上の水たまり），2016.6.18，
6.22，9.17鬼沼，2016.10.26秋山浜［多産］，2016.7.18秋山浜付近，
2016.7.18崎川浜，2016.10.26中田浜［多産］，2016.10.26笹山，
2016.6.18翁島付近，2016.9.1，9.27長浜，2016.6.22，7.30三城
潟，2016.10.22天神浜；本種は河川の下流域の底質が砂泥質の緩
流域に生息するが，湖沼などの止水域にも生息することが知られ
ている（川合・谷田（共編），2005）。裏磐梯地域では桧原湖や曽
原湖に生息する（塘ら，2016；付属CD内データ参照）。

モンカゲロウ*　Ephemera strigata Eaton　2016.7.30，10.26浜路付
近，2016.10.26鰌浜（砂浜上の水たまり），2016.6.22，10.26小
倉沢
ヒメシロカゲロウ科
ヒメシロカゲロウ属の一種CD*　Caenis sp. CD　2016.7.18秋山浜
付近，2016.7.18崎川浜，2016.10.26中田浜，2016.6.18翁島付近，
2016.9.1長浜；本種は福島県内の河川から記録される未記載種で
あるが，ビワコヒメシロカゲロウCaenis nishinoae Malzacherと
同一種の可能性もある（cf. 増渕，2015）。
マダラカゲロウ科
アカマダラカゲロウ*　Teloganopsis （Uracanthella） puncitisetae
（Matsumura）　2016.10.26笹山
コカゲロウ科
ウスイロフトヒゲコカゲロウ*　Labiobaetis atrebatinus orientalis
（Kluge）　2016.9.1長浜
コカゲロウ属の一種（広義）　Baetis （s. lat） sp.　2016.6.22小倉沢，

2016.7.30三城潟
フタバカゲロウ　Cloeon dipterum（Linnaeus）　2016.6.18，6.22，

9.17鬼沼，2016.9.17，9.27志田浜西（湖外）
ヒメウスバコカゲロウ属の一種*　Procloeon sp.　2016.6.18翁島付
近
ヒラタカゲロウ科
シロタニガワカゲロウ*　Ecdyonurus yoshidae Takahashi　2016.7.30，

10.26浜路付近，2016.7.30鰌浜，2016.7.18秋山浜付近，2016.6.22，
10.26小倉沢，2016.10.26中田浜，2016.10.26笹山，2016.9.1，9.27
長浜；本種は河川の中・下流域の緩流部に生息するが，湖沼やダ
ム湖の沿岸域に生息することも知られている（川合・谷田（共編），
2005）。

トンボ目
カワトンボ科
ハグロトンボ*　Atrocalopteryx atrata（Selys）　2016.6.22三城潟，

2016.10.22天神浜；通常は河川，用水路などの流水域に生息する
（尾園ら，2012）。
モノサシトンボ科
モノサシトンボ　Copera annulata（Selys）　2016.6.22鬼沼，2016.7.18
中田浜マリーナ（成虫）
イトトンボ科
クロイトトンボ　Paracercion calamorum（Ris）　2016.6.18，6.22
鬼沼，2016.6.22，7.30三城潟，2016.10.22天神浜，2016.9.17志
田浜西（湖外）
ヤンマ科
ギンヤンマ　Anax parthenope（Selys）　2016.6.22鬼沼（羽化殻），

2016.9.17志田浜西（湖外）
サナエトンボ科
コオニヤンマ*　Sieboldius albardae Selys　2016.7.18笹山，2016.6.18
翁島付近，2016.9.27；長浜；通常は河川，用水路などの流水域
に生息する（尾園ら，2012）。
オナガサナエ*　Melligomphus viridicostus（Oguma）　2016.6.18翁
島付近；通常は河川，用水路などの流水域に生息する（尾園ら，
2012）。
アオサナエ*　Nihonogomphus viridis Oguma　2016.10.26秋山浜，

2016.10.26笹山；通常は河川，用水路などの流水域に生息するが
（尾園ら，2012），大型湖沼にも生息することが知られている（川
合・谷田（共編），2005）。

ダビドサナエ属の一種*　Davidius sp.　2016.9.17志田浜，2016.10.26
秋山浜
オニヤンマ科
オニヤンマ*　Anotogaster sieboldii（Selys）　2016.7.30浜路付近
ヤマトンボ科
オオヤマトンボ　Epophthalmia elegans（Brauer）　2016.6.18，6. 
22鬼沼

トンボ科
コシアキトンボ　Pseudothemis zonata（Burmeister）　2016.6.22鬼
沼（羽化殻）
コフキトンボ　Deielia phaon（Selys）　2016.6.22鬼沼，2016.9.17
志田浜西（湖外）

カワゲラ目
カワゲラ科
オオヤマカワゲラ属の一種*　Oyamia sp.　2016.9.1長浜
フタツメカワゲラ属の一種*　Neoperla sp.　2016.7.18秋山浜付近，

2016.6.22，10.26小倉沢，2016.6.18翁島付近，2016.9.27長浜；
通常は流水域に生息するが，琵琶湖などの大型湖沼の湖岸域にも
生息することが知られている（川合・谷田（共編），2005）。
オナシカワゲラ科
オナシカワゲラ属の一種*　Nemoura sp.　2016.7.30浜路付近，

2016.9.1長浜

カメムシ目
タイコウチ科
タイコウチ　Laccotrephes japonensis Scott　2016.9.17鬼沼
ミズカマキリ　Ranatra chinensis Mayr　2016.9.27志田浜西（湖外）
ヒメミズカマキリ　Ranatra unicolor Scott　2016.6.18，9.17鬼沼
コオイムシ科
コオイムシ属の一種　Appasus sp.　2016.6.22鬼沼（幼虫）
ミズムシ科
チビミズムシ　Micronecta （Basileonecta） sedula Horváth　2016.6.18，

6.22，9.17鬼沼［多産］
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マツモムシ科
マツモムシ　Notonecta （Paranecta） triguttata Motschulsky　2016.7.18
中田浜マリーナ（幼虫），2016.7.18笹山（幼虫）

ミズカメムシ科
ムモンミズカメムシ　Mesovelia miyamotoi Kerzhner　2016.9.17志
田浜西（湖外）
ヘリグロミズカメムシ　Mesovelia thermalis Horváth　2016.6.18鬼
沼
カタビロアメンボ科
マダラケシカタビロアメンボ　Microvelia reticulata（Burmeister）　

2016.9.17鬼沼，2016.9.17志田浜西（湖外）
エサキナガレカタビロアメンボ　Pseudovelia esakii Miyamoto　
2016.10.22上 戸 浜，2016.10.26浜 路 付 近，2016.10.22舘 浜，
2016.10.26鰌浜，2016.9.17鬼沼，2016.10.26小倉沢，2016.10.26
中田浜［多産］，2016.7.18笹山［多産］，2016.9.1，9.27長浜［多産］

ナガレカタビロアメンボ属の一種　Pseudovelia sp.｠2016.6.18翁島
付近（♀）；エサキナガレカタビロアメンボの可能性が高いと思
われる。
アメンボ科
ナミアメンボ　Aquarius paludum paludum（Fabricius）　2016.6.18，
6.22，9.17鬼沼，2016.7.18秋山浜付近，2016.7.18笹山，2016.6.22
三城潟，2016.9.17，9.27志田浜西（湖外）

ヒメアメンボ　Gerris （Gerris） latiabdominis Miyamoto　2016.7.18
笹山，2016.6.22三城潟，2016.9.17志田浜西（湖外）
ハネナシアメンボ　Gerris （Gerris） nepalensis Distant　2016.6.18，
6.22，9.17鬼沼，2016.9.17志田浜西（湖外）
ミズギワカメムシ科
属未同定種　Saldidae Gen. sp.　2016.10.26鰌浜（幼虫）

ヘビトンボ目
ヘビトンボ科
タイリククロスジヘビトンボ*　Parachauliodes continentalis van de 
Weele　2016.7.18秋山浜付近，2016.10.26小倉沢，2016.9.27長
浜

トビケラ目
イワトビケラ科
ミヤマイワトビケラ属の一種*　Plectrocnemia sp.　2016.6.22鬼沼；
主に山地の渓流に生息するが（川合・谷田（共編），2005），池沼
や湖沼のような止水域からも記録されている（塘・増渕，2014）。

トビケラ科
ムラサキトビケラ*　Eubasilissa regina（McLachlan）　2016.10.22
長瀬川河口東；主に山地の渓流や細流に生息する（川合・谷田（共
編），2005）。本研究による調査で長瀬川河口付近から採集された
唯一の底生動物である。
ニンギョウトビケラ科
ニンギョウトビケラ*　Goera japonica Banks　2016.10.26鰌浜（巣），

2016.10.26中田浜（巣），2016.10.26笹山（巣），2016.9.27長浜；
山地から平地の流水域に生息するが，湖岸域にも分布することが
知られている（川合・谷田（共編），2005）。
ヒゲナガトビケラ科
アオヒゲナガトビケラ属の一種　Mystacides sp.　2016.9.17志田浜
（巣），2016.7.30鰌浜，2016.10.26中田浜（巣），2016.9.1長浜（成
虫），2016.6.22三城潟（成虫）

クサツミトビケラ属の一種　Oecetis sp.　2016.10.26鰌浜，2016.6.18
鬼沼，2016.10.26秋山浜，2016.10.26笹山
ホソバトビケラ科
ホソバトビケラ　Molanna moesta Banks　2016.9.17志田浜（巣），

2016.6.22鬼沼，2016.9.1長浜（成虫），2016.10.22天神浜

コウチュウ目
コガシラミズムシ科
コガシラミズムシ　Peltodytes intermedius（Sharp）　2016.10.22舘
浜（砂浜上の水たまり），2016.9.1長浜

コツブゲンゴロウ科
コツブゲンゴロウ　Noterus japonicus Sharp　2016.6.18鬼沼
ゲンゴロウ科
ゴマダラチビゲンゴロウ*　Oreodytes natrix（Sharp）　2016.9.17
志田浜［多産］，2016.7.30浜路付近，2016.10.26鰌浜［多産］，
2016.10.26秋山浜［多産］

チビゲンゴロウ　Hydroglyphus japonicus（Sharp）　2016.10.22舘浜
（砂浜上の水たまり），2016.7.18笹山，2016.6.22三城潟 　
ツブゲンゴロウ　Laccophilus difficilis Sharp　2016.6.22，9.17鬼沼
ルイスツブゲンゴロウ　Laccophilus lewisius Sharp　2016.6.18，

6.22，9.17鬼沼［多産］　環境省第４次レッドリスト絶滅危惧Ⅱ類，
福島県改訂版レッドリスト中間まとめリスト掲載種

モンキマメゲンゴロウ*　Platambus pictipennis（Sharp）　2016.10.26
中田浜［多産］，2016.7.18，10.26笹山［多産］，2016.6.18翁島
付近［多産］，2016.9.1長浜［多産］　

キベリクロヒメゲンゴロウ　Ilybius apicalis Sharp　2016.9.17鬼沼　
環境省第４次レッドリスト準絶滅危惧，福島県改訂版レッドリス
ト中間まとめリスト掲載種
ヒメゲンゴロウ　Rhantus suturalis（Macleay）　2016.9.17鬼沼，

2016.7.18中田浜マリーナ
コシマゲンゴロウ　Hydaticus grammicus（Germar）　2016.9.17志
田浜西（湖外）　福島県改訂版レッドリスト中間まとめリスト掲
載種
ミズスマシ科
コオナガミズスマシ*　Orectochilus punctipennis Sharp　2016.9.1長
浜，2016.7.30三城潟（成虫）；本種は幼虫・成虫ともに流水生で
ある。　環境省第４次レッドリスト絶滅危惧Ⅱ類，福島県改訂版
レッドリスト中間まとめリスト掲載種
ガムシ科
マルガムシ*　Hydocassis lacustris（Sharp）　2016.7.18笹山
キイロヒラタガムシ　Enochrus simulans（Sharp）　2016.7.18笹山
ヒラタドロムシ科
マルヒラタドロムシ*　Eubrianax ramicornis Kiesenwetter　2016.9.1
長浜（幼虫）；本種の幼虫は流水生である。
クシヒゲマルヒラタドロムシ*　Eubrianax granicollis Lewis　

2016.10.26中田浜（幼虫）；本種の幼虫は流水生である。
チビヒゲナガハナノミ*　Ectopria opaca（Kiesenwetter）　2016.9.1
長浜（幼虫）；本種の幼虫は流水生である。
ドロムシ科
ムナビロツヤドロムシ*　Elmomorphus brevicornis brevicornis Sharp　

2016.9.1長浜；ドロムシ科の種は幼虫・成虫ともに流水生である
が（川合・谷田（共編），2005），止水域から記録されることもあ
る（井上ら，2009）。
ハムシ科
コウホネネクイハムシ　Donacia ozensis Nakane　2016.6.18，6.22，

9.17鬼沼，2016.7.18中田浜マリーナ（食痕），2016.9.17志田浜
西（湖外）
イネネクイハムシ　Donacia provostii Fairmaire　2016.6.18，6.22
鬼沼
ジュンサイハムシ　Galerucella nipponensis Laboissiere　2016.6.22
三城潟；成虫と幼虫がヒシの葉を食害している。
ゾウムシ科
イネミズゾウムシ　Lissorhoptrus oryzophilus Kuschel　2016.6.22鬼
沼　外来種（日本の侵略的外来種ワースト100）
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ハエ目
ガガンボ科
ガガンボ属の一種　Tipula sp.　2016.10.26鰌浜（砂浜上の水たま
り），2016.7.18笹山，2016.9.1長浜

ウスバガガンボ属の一種　Antocha sp.　2016.7.30鰌浜
カ科
シナハマダラカ群の未同定種　Ahopheles sinensis-species complex　

2016.9.17鬼沼，2016.9.17志田浜西（湖外）
カラツイエカ　Culex （Culex） bitaeniorhynchus Giles　2016.9.17志田
浜西（湖外）
ユスリカ科
属未同定種　Chilonomidae Genr. spp.　2016.9.17志田浜，2016.10.22
舘 浜，2016.7.30鰌 浜，2016.6.22鬼 沼，2016.10.26秋 山 浜，
2016.7.18崎川浜，2016.10.26中田浜，2016.7.18笹山，2016.9.1
長浜，2016.6.22三城潟，2016.10.22天神浜，2016.9.17志田浜西
（湖外）；ユスリカ科については，大型個体は見つけ採りで採集し
たが，長瀬川河口東を除く地点では積極的にユスリカ科を対象と
した採集は実施しておらず，今回記録されたものはサンプルに混
じって保存ビンに入っていたものである。したがって，長瀬川河
口東を除く未記録の６地点（上戸浜，浜路付近，秋山浜付近，小
倉沢，中田浜マリーナ，翁島付近）に分布していない訳ではない。
なお，採集された体色が赤く（体内にヘモグロビン色素をもつ），
大型の個体は，尾脚背側に肛門鰓はあるが，第11体節（第８腹部
環節）に血鰓がないため，セスジユスリカChironomus yoshimatsui 
Martin and SubletteやオオユスリカC. plumosus（Linnaeus）の
仲間（ユスリカ亜科）ではなく，アカムシユスリカPropsilocerus 
akamusi（Tokunaga）の仲間（エリユスリカ亜科）であると思わ
れる。
オドリバエ科
属未同定種　Empididae Gen. sp.　2016.10.22舘浜（砂浜上の水た
まり）

節足動物門甲殻綱
等脚目
ミズムシ科
ミズムシ　Asellus hilgendorfi Bovallius　2016.9.17鬼沼，2016.7.18
秋山浜付近

端脚目
マミズヨコエビ科
フロリダマミズヨコエビ　Crangonyx floridanus Bousfield　2016.7.30
浜路付近，2016.6.18鬼沼，2016.7.18中田浜マリーナ，2016.7.18
笹山，2016.6.18翁島付近，2016.9.17志田浜西（湖外）　外来種（生
態系被害防止外来種リスト：総合対策外来種，その他の総合対策
外来種）
ハマトビムシ科
ニホンオカトビムシ（陸生）　Platorchestia japonica（Tattersall）　

2016.9.1長浜；本種は湖岸の落葉落枝の下から見出されることは
あるが（森野，1999），陸生種であり，淡水生ヨコエビではない。

十脚目
テナガエビ科
スジエビ　Palaemon paucidens De Haan　2016.10.26浜路付近，

2016.10.22舘浜，2016.10.26鰌浜，2016.6.18，6.22，9.17鬼沼，
2016.10.26秋山浜，2016.7.18秋山浜付近，2016.6.22，10.26小
倉沢，2016.7.18崎川浜，2016.10.26中田浜，2016.7.18中田浜
マリーナ，2016.7.18，10.26笹山［多産］，2016.6.18翁島付近，
2016.9.1，9.27長浜［多産］，2016.6.22，7.30三城潟［多産］，
2016.10.22天神浜，2016.9.17志田浜西（湖外）

節足動物門蜘蛛綱
ダニ目
ミズダニ類（ケダニ亜目Actinedidaの科未同定種群）　Actinedida 
Fam. Gen. sp.　2016.7.30，10.26鰌浜，2016.7.18笹山

環形動物門貧毛綱
イトミミズ目
ミズミミズ科　
属未同定種　Naididae Gen. sp.　2016.9.17志田浜，2016.7.30，

10.26鰌浜，2016.7.18笹山，2016.9.1長浜

環形動物門ヒル綱
フンビル目
グロシフォニ科
ヌマビル　Helobdella stagnalis（Linnaeus）　2016.6.18鬼沼，2016.9.17
志田浜西（湖外）

フンナシビル目
ヒルド科
チスイビル　Hirudo nipponia Whitman　2016.7.18，10.26笹山
イシビル科
　属未同定種　Erpobdellidae Gen. sp.　2016.7.30浜路付近，2016.7.18
秋山浜付近，2016.7.18笹山，2016.9.1長浜

軟体動物門二枚貝綱
イシガイ目
イシガイ科
属未同定種　Unionidae Gen. sp.　2016.10.26秋山浜

マルスダレガイ目
シジミ科
マシジミ　Corbicula leana Prime　2016.10.26秋山浜
タイワンシジミ種群　Corbicula fluminea-species complex　2016.10.22
舘浜，2016.10.26鰌浜，2016.10.26秋山浜，2016.6.22，10.26小
倉沢，2016.10.26中田浜［多産］，2016.7.18崎川浜，2016.7.18，
10.26笹山［多産］，2016.6.18翁島付近［多産］，2016.9.1，9.27
長浜［多産］，2016.6.22，7.30三城潟，2016.10.22天神浜　外来
種（生態系被害防止外来種リスト：総合対策外来種，その他の総
合対策外来種）

軟体動物門腹足綱
原始紐舌目
タニシ科
オオタニシ　Cipangopaludina japonica（Martens）　2016.6.18，6.22
鬼沼

吸腔目
カワニナ科
カワニナ　Semisulcospira （Semisulcospira） libertina（Gould）　

2016.10.22舘浜，2016.10.26秋山浜（殻），2016.9.1，9.27長浜，
2016.6.22，7.30三城潟

チリメンカワニナ　Semisulcospira （Semisulcospira） reiniana（Brot）　
2016.9.1，9.27長浜，2016.6.22三城潟

有肺目
ヒラマキガイ科
ヒラマキミズマイマイ　Gyraulus chinensis spirillus（Gould）　
2016.10.26鰌浜（砂浜上の水たまり），2016.7.18笹山，2016.6.18
翁島付近，2016.9.17志田浜西（湖外）　環境省第４次レッドリス
ト情報不足
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モノアラガイ科
モノアラガイ　Radix japonica Jay　2016.7.30，10.26鰌浜（砂浜上
の水たまり），2016.6.18鬼沼，2016.7.18笹山，2016.9.1，9.27長浜，
2016.6.22，7.30三城潟，2016.10.22天神浜，2016.9.17志田浜西
（湖外）　環境省第４次レッドリスト準絶滅危惧
サカマキガイ科
サカマキガイ　Physa acuta Draparnaud　2016.7.30，10.26鰌浜（砂
浜上の水たまり），2016.9.17志田浜西（湖外）　外来種（日本の
侵略的外来種ワースト100）

扁形動物門渦虫綱
ウズムシ目
サンカクアタマウズムシ科
ナ ミ ウ ズ ム シ*　Dugesia japonica Ichikawa and Kawakatsu　

2016.10.26鰌浜（砂浜上の水たまり）


