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調 査 報 告

は じ め に

　ふくしま県民の森フォレストパークあだたら（以
下，フォレストパークという）は福島県安達郡大玉村
の安達太良山南東斜面中腹部（標高約600ｍ）に位置
する。フォレストパークはオートキャンプ場エリア
（39.4ha）と森林学習施設エリア（52.1ha）からなり，
森林に遊び，学び，守り，暮らすという「森林（も
り）との共生＝フォレスト・エコ・ライフ」を実現す
るために，福島県が管理者として指定した公益財団法
人ふくしまフォレスト・エコ・ライフ財団（以下，財
団という）が施設の整備，維持管理，環境保全などを
実施している。フォレストパーク内にはビジターセン
ター，常設トレーラーサイト，テントサイト，サテラ
イトハウス，コテージ，ユースキャンプ場，森林館，
森林学習館などがある。森林学習施設エリアは，2010

年度までは年間15万人以上の利用者数があったが（公
益財団法人ふくしまフォレスト・エコ・ライフ財団中
長期計画より），2011年３月11日の東日本大震災後は
福島第一原子力発電所事故に起因する森林等の放射能
汚染の問題もあり，利用者が激減した。震災後，財団

による施設の復旧作業とともに除染活動，風評被害
の軽減化に努める運営努力がなされ（樫村，2017），
2013年度以降は１万人を越えるまで利用者数は回復し
た。しかし，2016年度も森林学習施設エリアの利用者
数は１万５千人に達していない（公益財団法人ふくし
まフォレスト・エコ・ライフ財団平成28年度事業報告
より）。
　フォレストパークでは福島県が認定したボランティ
ア指導者である「もりの案内人」による自然観察ガイ
ド，財団や福島県による各種研修会，観察会などのイ
ベントが開催されている。筆者らの研究室では2005年
からフォレストパーク利用者やボランティア指導者に
研究成果を活用してもらうことを目的として，フォ
レストパーク内で様々な昆虫相調査を実施してきた
（中西・塘，2007；山口・塘，2008；塘・吉澤，2008，
2010；塘ら，2008ａ，ｂ，2011；吉澤・塘，2009；塘，
2010）。
　フォレストパークは森林を中心とした施設である
が，水環境にも恵まれており，３つの水系（流水域），
２つの砂防ダム池，ストリームパークの遊水池，芝生
広場の人工池を有し，林内には小規模な湿地も点在す
る。筆者らの研究室では2005年以降断続的にフォレス
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トパークの芝生広場にある人工池の水生動物相調査を
実施してきた。芝生広場の人工池（図１）は，上下２
段の池からなり，面積は上段の池（図１Ａ）が約20㎡，
下段の池（図１Ｂ）が約110㎡，融雪直後は水位が上
昇するが，通常はどちらの池も水深は30㎝程度である。
どちらの池も池底はコンクリートで固められ，池側面
も多数の岩がコンクリートで固定されている。そのた
め水生植物は生育できないが，筆者らは財団の許可を
得て，2010年10月に人工池内にイトトンボ類などが産
卵基質として利用できる抽水植物ガマを導入した。本
報告では人工池からこれまでに記録されている水生動
物を報告するとともに，このガマ導入によって生じた
人工池の水生動物相の変化についても報告する。

フォレストパークあだたらの芝生広場に　
設置された人工池の水生動物相

　芝生広場の人工池からはこれまでに81種群の底生動
物と８種の両生類が記録されている（付表．ふくしま
県民の森フォレストパークあだたらの芝生広場にある
人工池から記録された水生動物参照）。2005年６月か
ら2007年４月までの期間に筆者らの研究室で実施した
人工池の水生昆虫相調査で記録された種数は46種群
だったので（塘ら，2008ｂ），2007年４月以降の調査
でかなりの追加記録が得られたことになる。記録され
た種の中にはウェストントビイロカゲロウ，モンカゲ
ロウ，シロハラコカゲロウ，ノギカワゲラ，コカクツ
ツトビケラ，ヨツメトビケラ，ツヤナガアシドロムシ，
ブユ科の属未同定種のような流水性種が18種含まれて
いる。人工池内は完全な止水環境であり，フォレスト
パーク内を流れる河川や細流などの表流水とは直接つ
ながっていない。しかし，池の水位が下がった場合，
池内に水を供給するためのコンクリート製水路が上段
の池に接続している（図１Ａ）。池内に供給される水
は水路末端にある蛇口から出る伏流水である（地下水
が供給される場合もある）。完全な止水環境にある人
工池から流水性種が記録されるのは，このように水路
を通じて伏流水（または地下水）が供給される時，一
時的な流水環境が生じるため，あるいは水が供給され
る時に水路が流水環境となり，水路を利用する流水性
種が人工池内に流入するためと思われる。
　人工池からは保護上重要種（環境省第４次レッドリ
スト（RL）掲載種，改訂版福島県レッドリスト（RL）
掲載種）が10種記録されている。この中の６種が昆虫
類で，ケシゲンゴロウ（環境省第４次RL，改訂版福
島県RLいずれも準絶滅危惧），マルガタゲンゴロウ（環
境省第４次RLの絶滅危惧II類），クロゲンゴロウ（環
境省第４次RLの準絶滅危惧），ゲンゴロウ（環境省第
４次RLの絶滅危惧II類，改訂版福島県RLの準絶滅危
惧），ミズスマシ（環境省第４次RLの絶滅危惧II類，
改訂版福島県RLの情報不足），ガムシ（環境省第４次
RLの準絶滅危惧）はすべてコウチュウ目に属する（環
境省（編），2015；http://www.pref.fukushima.lg.jp/
sec/16035b/redlist-kaiteikouhyou.html，2017年12月
21日確認）。これらの中で，ケシゲンゴロウを除くゲ
ンゴロウ類３種とミズスマシは成虫のみが見られ，幼
虫は未確認である。ケシゲンゴロウとミズスマシは冬
期以外であればどの季節にも見られるが，それ以外の

図１　ふくしま県民の森フォレストパークあだたらの
芝生広場に設置された人工池
人工池は上段の池（Ａ）と下段の池（Ｂ）からなり，
２つの池は多数の岩がコンクリートで固定されたスロ
ープによってつながっている。池の水位が下がった場
合，池内に水を供給するためのコンクリート製水路（Ａ
の黒矢印部分）が上段の池に接続している。

１Ａ

１Ｂ
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種は春と秋にしか見られない場合が多い。これらの種
は人工池を越冬場所として利用しているのかもしれな
い。ガムシは成虫が春と秋に多く見られ（春と秋以外
の季節には見られなくなる場合が多い），人工池内で
繁殖している。池内から見出される幼虫（図２A）は，
池内に生息するヒメタニシを捕食している。
　残りの４種は両生類で，アカハライモリ（環境

省第４次RL，改訂版福島県RLいずれも準絶滅危
惧），アズマヒキガエル（改訂版福島県RLの準絶滅危
惧），ニホンアカガエル（改訂版福島県RLの準絶滅
危惧），トウキョウダルマガエル（環境省第４次RL，
改訂版福島県RLいずれも準絶滅危惧）である（環境
省（編），2014；http://www.pref.fukushima.lg.jp/
sec/16035b/redlist-kaiteikouhyou.html，2017年12月
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図２　人工池と関わる主な生物
Ａ：ガムシの終齢幼虫。体長約60㎜。Ｂ：オツネントンボ。成虫の全長35-40㎜。交尾ペアが人工池周囲に見
られるが，幼虫は池内から未発見である。Ｃ：ホソミオツネントンボ。成虫の全長35-40㎜。オツネントンボ
とは異なり，前後翅の縁紋が重なる。Ｄ：ガマに産卵するギンヤンマの交尾ペア。成虫の全長65-80㎜。Ｅ：
水面から出た枯れた植物組織に産卵するエゾイトトンボの交尾ペア。成虫の全長30-40㎜。Ｆ：人工池内に最
近分布するようになったミクリの仲間。上段の池内をほぼ埋め尽くすほど繁茂している。
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21日確認）。アズマヒキガエルとニホンアカガエルは
非常に少ないが，アカハライモリとトウキョウダルマ
ガエルの個体数は多い。
　幼虫が完全な捕食性であるトンボ目は13種，幼虫・
成虫ともに捕食性であるカメムシ目も13種（コミズム
シ属の一種は捕食性ではない可能性もある），トビケ
ラ目やハエ目の中にもムラサキトビケラ，アミメトビ
ケラ属の一種，フサカ科の属未同定種のような捕食性
種が含まれる。コウチュウ目のゲンゴロウ科やミズス
マシ科の幼虫は捕食性であるが，上述したように記録
されたすべての種の幼虫が人工池から確認されている
訳ではない。ゲンゴロウ科昆虫の成虫は各種とも腐食
性の傾向が強いが，弱った個体は捕食するし，飼育下
ではモンカゲロウ類を積極的に捕食する。両生類はカ
エル類の幼生を除けばすべて捕食性である。このよう
に人工池内から記録された水生動物は捕食性種の占め
る割合が高い。
　これら捕食性種にとっての餌資源として重要なの
は，おそらく個体数が比較的多いフタバカゲロウ，ユ
スリカ類，カ類，枝角目（ミジンコ類），無尾目（カ
エル類）の幼生，オオアオイトトンボなどトンボ類の
若齢幼虫ではないかと思われる。アミメトビケラ属の
一種，サハリントビケラ，ホソバトビケラ属の一種，
ウスイロコバントビケラも季節によっては個体数が多
いが，これらすべては虫体のほとんどが巣の中にある
携巣性種のため（谷田ら，2005），捕食者からは捕食
されにくく，巣形成前の若齢幼虫を除けば捕食性種の
餌資源としてはあまり利用されていないのではないか
と思われる。
　後述するように現在の人工池には抽水植物（ミクリ
の仲間）が生育しているが，３面コンクリート張りの
池からこれほど多種多様な水生動物が記録されるの
は，フォレストパーク内に流水域（河川や細流），止
水域（砂防ダム池），湿地など多様な水環境が存在し，
そこに生息する種が芝生広場の人工池も様々な形で利
用するためではないかと思われる。

人工池に抽水植物ガマを導入したことによ
る水生動物相の変化

人工池への抽水植物ガマの導入
　人工池は前述のように池底はコンクリートで固めら
れ，池側面も傾斜はあるが，多数の岩をコンクリート
で固定している（図１）。池内へは池の周囲にある落
葉広葉樹やアカマツなどから落葉が供給され，それら

や落葉の分解物が池底に堆積する。しかし，池底の落
ち葉攫いが不定期に実施されるため，落葉やその分解
物を基盤にして抽水植物や浮葉植物が定着することは
なかった（沈水植物や浮遊植物も生育していない）。
したがって，水生植物を主たる産卵基質として利用す
るイトトンボ類やギンヤンマ類，クロゲンゴロウ，ゲ
ンゴロウなどは幼虫が池内には生息していなかった。
ただし，池の西側には落葉広葉樹の枝が水面上に張り
出しているので（モリアオガエルはこれを産卵場所と
して利用している），樹木の枝を産卵基質として利用
するオオアオイトトンボは幼虫が人工池内に生息して
いる（cf. 石田ら，1988；尾園ら，2012）。人工池周
囲には５月中旬から７月上旬までの間，成虫越冬した
少数のオツネントンボ（図２Ｂ）と多数のホソミオツ
ネントンボ（図２Ｃ）が飛来する。ホソミオツネント
ンボは交尾ペアも多く，産卵基質の探索行動も見られ
た。そこで，人工池がオツネントンボやホソミオツネ
ントンボの発生源となるように，これらの種の産卵基
質となる植物の導入方法について財団と協議し，抽水
植物ガマを植え付けたプランタを人工池内に設置した。
　ガマを植え付けたプランタを設置する前，池内のど
のような環境をホソミオツネントンボが産卵場所とし
て選好するのかを明らかにするために，５～10本のガ
マを植え付けたバケツを池外５地点（設置位置①～
⑤）と池内５地点（設置位置⑥～⑩）に設置した（図
３）。設置期間は2010年６月17日から７月２日までで
あった。バケツは底面の直径22㎝，上面の直径30㎝，
高さ25㎝のものを使用した。ガマは福島大学のキャン
パス内から泥土とともに採取したものを用い，バケツ
内に泥土と合わせて９リットルとなるように水を入れ
てガマを植え付けた。ホソミオツネントンボの産卵場
所選好性は，2010年７月８日，７月11日，７月13日の
３回，バケツ内の水をかきまぜ，その中からランダム
に水１リットルを取り出し，その中から発見された幼
虫の個体数を計数することにより調査した。なお，孵
化した幼虫が池内にできるだけ侵入しないよう，ガマ
は葉や茎がバケツ上面の直径よりも内側に納まるよう
に植え付け，バケツ内の水が雨などにより増えてバケ
ツからあふれ出ないように，バケツ設置期間中水量は
毎日チェックした。
　調査の結果，池内に設置したすべてのバケツから幼
虫が確認されたが，池外に設置したバケツからは１地
点（設置位置①）からしか幼虫は確認されず，個体数
も幼虫が確認された６ヶ所の中で最も少なかった（表
１）。池内に設置したバケツから記録された幼虫の個
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体数から考えると，ガマの本数や日当たりの良し悪
しは選好性に影響を与えず（表１），下段の池の中央
部（設置位置⑩）に設置したバケツの個体数が圧倒的
に多かったことから，人工池を訪れる人による攪乱が
最も少ない場所（人工池の岸から最も離れた場所）を
産卵場所として選好している可能性が高いものと思わ 

れた。 
　そこで2010年10月15日，フォレストパーク内の砂防
ダム池西岸に生育しているガマを，ガマが生育してい
る場所の泥土とともに麻製の土嚢袋に入れ（ガマを導
入する際に使用する資材等が人工池の水質に負の影響
を与えないための配慮），土嚢袋を素焼きのプランタ
６個に入れた（ガマを導入したことが原因と考えられ
る問題が人工池内の生態系に生じた場合，導入したガ
マをすぐに池外へと取り出し，問題に対処するための
配慮，ガマ導入に使用する資材等が人工池を含めた芝
生広場の景観を損ねないための配慮）。その後，プラ
ンタを１週間程度池外に置き（図４Ａ），2010年まで
の人工池の水生動物相調査で未記録であった甲殻類の
ミズムシ，軟体動物門腹足綱のモノアラガイ（モノア
ラガイ科），ヒラマキミズマイマイ（ヒラマキガイ科），
二枚貝綱のドブシジミ（ドブシジミ科）を除去した後
（人工池には生息しておらず，自力で人工池に分布す
ることが困難な水生動物がガマの導入に伴って移入さ
れることを防ぐための配慮），10月22日にプランタを
人工池内に設置した。土嚢袋が分解されていないこと
を確認するため，ガマの地上部が枯死した11月上旬に
人工池からプランタを引き上げた。土嚢袋を確認後，
枯死したガマ地上部を除去し，プランタを池内に戻し
た。プランタ設置場所は2010年と2011年は産卵場所選
好性の調査結果，人による攪乱頻度の低さ，観察のし
易さから下段の池の南西部（設置位置⑧）としたが，
その後は上段の池の中央部（設置位置⑥）と下段の池
の中央部（設置位置⑩）とした。

人工池の水生動物相の変化
　ガマ設置の翌年（2011年），夥しい数のホソミオツ
ネントンボが人工池に飛来し，池内に設置したガマに
産卵した（図４Ｂ）。しかし６月から７月までの産卵
期間中（この期間中の人工池の水生動物相調査は2011

年６月１日，４日，８日，７月１日，13日，27日の６
回実施），ホソミオツネントンボの幼虫は池内から確
認されず，池内ではオオアオイトトンボ幼虫の大発生
とフタバカゲロウ幼虫の激減が生じた（７月１日の調
査ではフタバカゲロウの確認個体数が０であった）。
ホソミオツネントンボは８月６日にようやく１個体，
９月８日に５個体が確認された。また，８月６日には
ギンヤンマのガマへの産卵が観察され（図２Ｄ），９
月８日以降はガマ導入前の池内では確認されていな
かったクロスジギンヤンマの幼虫が発見された。
　2011年，ホソミオツネントンボが人工池に設置され

図３　ホソミオツネントンボの産卵場所選好性調査に
おけるガマ設置位置図
2010年６月17日から７月２日までの期間，５～10本の
ガマを植え付けたバケツを池外５地点（設置位置①～
⑤）と池内５地点（設置位置⑥～⑩）に設置した。

表１　 人工池に設置したガマにおけるホソミオツ
ネントンボの産卵場所選好性調査の結果
（2010年７月実施）

設置位置＊１ 産卵
水１リットル中から発見された

幼虫の個体数（匹）
植え付けた
ガマの本数
（本）

日当たり＊2

７月８日 ７月11日 ７月13日
① ○ 7 9 10 7 日陰
② × 0 0 0 5 日向
③ × 0 0 0 6 日向
④ × 0 0 0 5 日向
⑤ × 0 0 0 7 日陰
⑥ ○ 0 44 28 5 日向
⑦ ○ 38 0 0 5 日陰
⑧ ○ 281 64 23 8 日陰
⑨ ○ 57 48 4 10 日向
⑩ ○ 307 407 201 9 日向

＊1　 ガマを植え付けたバケツの設置場所については図３を参照。①～
⑤は池外，⑥～⑩は池内。

＊2　 日当たりは，日中日陰になる時間帯が長い場合を「日陰」，短い
場合を「日向」とした。
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たガマに産卵したことは間違いない。したがって，孵
化した莫大な数の幼虫が池内に入った可能性が高い。
しかし，卵で越冬し（尾園ら，2012），ホソミオツネ
ントンボよりも早い時期に孵化するオオアオイトトン
ボの若齢幼虫にほとんどの個体が捕食されてしまった
のではないだろうか。このことはオオアオイトトンボ
の若齢幼虫の死亡率を低下させたものと思われる。さ
らに，成長した多数のオオアオイトトンボの幼虫は池
内のフタバカゲロウの幼虫を捕食したため，フタバカ
ゲロウの激減が生じたのではないだろうか。オオアオ
イトトンボの幼虫の大発生とフタバカゲロウの激減は
莫大な数のホソミオツネントンボの孵化幼虫が池内に

生じたことに起因して生じたものと思われる。オオア
オイトトンボの羽化のピークが過ぎた８月以降，池内
のフタバカゲロウの個体数が徐々に回復した。このこ
とと，ごく少数のホソミオツネントンボの幼虫が発見
されたことは，これらのことを示唆しているものと思
われる。
　このように人工池にガマを設置したことによって，
ごく少数ではあるが，ホソミオツネントンボが人工池
で羽化したかもしれない。しかし，オオアオイトトン
ボの大発生，フタバカゲロウの激減，ホソミオツネン
トンボと同様にガマを産卵基質として利用するクロス
ジギンヤンマの発生，ギンヤンマによるガマへの産卵
など，予想外の事態が多数生じた。また，2011年の夏
から秋にかけて，多くのオオアオイトトンボ成虫が人
工池に設置されたガマへと産卵した。ホソミオツネン
トンボの人工池への導入は，他の捕食性種，例えばア
カハライモリ，水生カメムシ類，アミメトビケラ属の
一種などにも直接的・間接的な影響を及ぼしたかもし
れない。さらに，人工池に生息するヤンマ類は2010年
まではオオルリボシヤンマのみであったが，2011年以
降はクロスジギンヤンマとギンヤンマが加わったこと
によって（産卵基質としてガマは利用しないが，2011

年にはオニヤンマとヤブヤンマも池内から発見されて
いる），オオルリボシヤンマの生息環境にも大きな影
響が生じる可能性が懸念された。
　そこで2012年４月から10月までの期間，月１回の頻
度で，人工池において，以下の方法で水生動物相の定
量的な調査を実施した：フレーム幅40㎝，目合い１
㎜の水生昆虫稚魚すくい網（HOGA社製）を用いて，
岸から届く水中の１ｍの範囲を５回すくって水生動物
を採集した。この方法による採集を池内でランダムに
選んだ５ヶ所（ただし，場所選定に当たっては日当た
りの良い場所と悪い場所の両方が含まれるようにし
た）で実施し，採集した種を同定し，個体数を計数した。
　調査の結果，人工池内のフタバカゲロウ，オオアオ
イトトンボ，ホソミオツネントンボの個体数について
は，2011年とほぼ同様の傾向が示された（表２）。オ
オアオイトトンボは2012年４月30日には採集されな
かったが，５月24日から記録され，６月26日には最多
の115個体が採集された。その後，採集個体数は減少
に転じ，８月26日も採集されたが，１個体のみであっ
た。対照的にフタバカゲロウは４月30日には82個体が
採集されたが，徐々に個体数が減り，オオアオイトト
ンボ幼虫の採集個体数が最も多かった６月26日にはわ
ずか３個体しか採集されなかった。しかし，その後，

図４　人工池に設置したガマとそのガマに産卵するホ
ソミオツネントンボ
フォレストパーク内に生育していたガマを，泥土とと
もに麻製土嚢袋に入れ，土嚢袋を入れた素焼きのプラ
ンタを１週間程度池外に置いた後（Ａ），池内に設置し
た。プランタをすぐに池内に入れなかったのは，人工
池からは未確認の水生動物がガマ生育地に生息してい
たためである。ガマ設置の翌年，多数のホソミオツネ
ントンボが飛来し，ガマに産卵した（Ｂ）。この写真で
は５つのペア（Ｂの白矢印）が産卵している。

４Ｂ

４Ａ
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採集個体数は増加に転じ，10月29日には3,360個体が
記録された（表２，図５）。ホソミオツネントンボは
2012年も７月までは確認されず，８月26日に２個体，
９月27日に１個体が記録されただけであった。クロス
ジギンヤンマとギンヤンマは採集されず，オオルリボ
シヤンマは８月から10月の間に確認された（表２）。
ただし，池内でランダムな採集を実施した場合はクロ
スジギンヤンマもギンヤンマも確認されたので，これ
ら２種が池内から消失した訳ではない。

　2017年現在，人工池内にはかなりの個体数のオオル
リボシヤンマの幼虫が生息している。一方，ギンヤン
マの幼虫も生息しているが，確認される個体数は少な
い。クロスジギンヤンマの幼虫は2017年の調査では未
確認であった。2011年から2012年にかけて，池内から
ギンヤンマ属の幼虫が２種発見された時に懸念したオ
オルリボシヤンマの生息環境に対する負の影響は幸い
にもこれまでのところ生じていないようである。2014

年にはそれまでフォレストパーク内では成虫の記録が
なかったエゾイトトンボが人工池に飛来し（図２Ｅ），
ガマに産卵したようである（表３）。現在，エゾイト
トンボの幼虫は人工池内に生息している。上段の池で
はガマ設置後，落ち葉攫いを中止した。ガマを植え付
けたプランタはすでに撤去しているが，落ち葉攫いは
再開していないため，池底に溜まった落葉及びその分
解物を基盤としてミクリの仲間が自然に定着している
（図２Ｆ）。下段の池でもプランタは撤去したが，落葉
の堆積量の多い池の北西部や南東部にはミクリの仲間
が定着している。今後も人工池へのガマ導入がきっか
けとなって池内に侵入したホソミオツネントンボ，エ
ゾイトトンボ，ギンヤンマ，クロスジギンヤンマなど
の動向や池内の生態系に対する影響把握のために，人
工池の水生動物相の定期的なモニタリングを継続する
必要がある。なお，今年度から下段の池では落ち葉攫
いを再開した（ガマ設置年には実施した）。2017年７
月８日に実施した落ち葉攫いに協力して下さったもり
の案内人の方々が今後の人工池の水生動物相モニタリ
ングにもご協力頂けることになった。

謝　　　辞
　公益財団法人ふくしまフォレスト・エコ・ライフ財
団の樫村利道元理事長，弦間一郎氏，遠藤史貴氏，掃
部康宏氏をはじめとする財団スタッフの皆様には，ふ
くしま県民の森フォレストパークあだたらの芝生広場
に設置された人工池での水生動物相調査を実施するに
あたり，様々な便宜を図って頂いた。また，人工池内
に抽水植物ガマを導入することに対して，ご理解とご
協力も頂いた。会津若松市の松下俊彦氏からは2014年
に人工池におけるエゾイトトンボの生息情報をご提供
頂いた。福島大学教育学部卒業生の嘉納裕輔，山口咲
恵，古川雄二郎，栗原欣也，多田文章，加藤伸明，福
島大学大学院共生システム理工学研究科博士後期課程
の大平　創，共生システム理工学研究科修了生の斎藤
広行，前田知実，志賀澄歌，増渕翔太，木目澤友梨
恵，共生システム理工学類卒業生の遠藤真希，丸山　

表２　 人工池における定量採集で記録された水生
動物と各月の個体数（2012年４月から10月
に実施）

４月30日 ５月24日 ６月26日 ７月26日 ８月26日 ９月27日 10月29日
フタバカゲロウ 82 40 3 22 115 499 3 ,360
オオアオイトトンボ 0 10 115 39 1 0 0

ホソミオツネントンボ 0 0 0 0 2 1 0

オオルリボシヤンマ 0 0 0 0 1 4 2

その他のトンボ類＊1
0 1 1 0 0 2 1

水生カメムシ類＊2
0 30 14 3 1 3 2

捕食性トビケラ類＊3
0 0 7 8 6 8 2

その他のトビケラ類＊4
3 0 0 4 20 21 28

ゲンゴロウ類＊5
1 1 1 1 0 2 0

フサカ類 2 1 0 0 0 19 30

アカハライモリ 0 0 1 1 0 0 0

＊1　タカネトンボ，シオカラトンボ
＊2　マツモムシ，アメンボ
＊3　アミメトビケラ属の一種
＊4　 ミヤマイワトビケラ属の一種，サハリントビケラ，スジトビケラ属の一種，

ホソバトビケラ，ウスイロコバントビケラ
＊5　 ケシゲンゴロウ亜科の幼虫，ヒメゲンゴロウ亜科の幼虫，クロズマメゲン

ゴロウ

　これらの他にコガシラミズムシが４月30日に１個体，ヒメタニシが５月24日
に１個体採集された。
　ユスリカ類（毎月），ミジンコ類（枝角目）（５月と10月），カイミジンコ類（ポ
ドコパ目）（５月と7-9月），カエル類とその幼生（４月と10月以外毎月），アカ
ハライモリの幼生（6-8月）も採集されたが，個体数は計数しなかった。

図５　バットの縁部分に集まるフタバカゲロウ
フタバカゲロウは多化性で，秋から春にかけては個体
数も多いため，人工池内に生息する捕食性種にとって
重要な餌資源である可能性が高い。
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　表３　ふくしま県民の森フォレストパークあだたら内で成虫が記録されたトンボ類一覧

科　　名 種　　　　　名 人工池周囲での
成虫確認

人工池内での
幼虫確認 幼虫の生息域 産卵様式

アオイトトンボ科 オツネントンボ　Sympecma paedisca （Brauer） ○ 止水域 植物組織内
ホソミオツネントンボ　Indolestes peregrinus （Ris） ○＊1 ○ 止水域 植物生体組織内
アオイトトンボ　Lestes sponsa （Hansemann） ○ 止水域 植物生体組織内
オオアオイトトンボ　Lestes temporalis Selys ○＊1 ○ 止水域 植物生体組織内

カワトンボ科 ニホンカワトンボ　Mnais costalis Selys 流水域 植物組織内
ハグロトンボ　Atrocalopteryx atrata （Selys） 流水域 植物生体組織内

イトトンボ科 エゾイトトンボ　Coenagrion lanceolatum （Selys） ○＊1 ○ 止水域 植物生体組織内
ヤンマ科 ミルンヤンマ　Planaeschna milnei （Selys） 流水域 植物組織内

ヤブヤンマ　Polycanthagyna melanictera （Selys） ○＊1 ○＊2 止水域 植物組織内，岸辺の泥土内
オオルリボシヤンマ　Aeshna crenata Hagen ○＊1 ○ 止水域 植物組織内
ギンヤンマ　Anax parthenope julius Brauer ○＊1 ○ 止水域 植物組織内
クロスジギンヤンマ　Anax nigrofasciatus Oguma ○ ○ 止水域 植物組織内

サナエトンボ科 コオニヤンマ　Sieboldius albardae Selys ○ 流水域 打水
オナガサナエ　Melligomphus viridicostus （Oguma） 流水域 飛翔，打水
クロサナエ　Davidius fujiama Fraser 流水域 飛翔
ダビドサナエ　Davidius nanus （Selys） 流水域 飛翔
モイワサナエ　Davidius moniwanus moniwanus （Okumura） 流水域 飛翔
ヒメクロサナエ　Lanthus fujiacus （Fraser） 流水域 静止接水

オニヤンマ科 オニヤンマ　Anotogaster sieboldii （Selys） ○ ○ 止水域 飛翔挿泥
エゾトンボ科 タカネトンボ　Somatochlora uchidai Förster ○ ○ 止水域 打空
トンボ科 ノシメトンボ　Sympetrum infuscatum （Selys） ○ 止水域 打空

アキアカネ　Sympetrum frequens （Selys） ○ 止水域 打水（打泥）
マユタテアカネ　Sympetrum eroticum eroticum （Selys） ○ ○ 止水域 打水（打泥）
ショウジョウトンボ　Crocothemis servilia mariannae Kiauta ○ 止水域 打水
ウスバキトンボ　Pantala flavescens （Fabricius） ○ ○ 止水域 打水
シオカラトンボ　Orthetrum albistylum speciosum （Uhler） ○ ○ 止水域 打空
シオヤトンボ　Orthetrum japonicum （Uhler） 止水域 打水
オオシオカラトンボ　Orthetrum melania （Selys） ○＊1 止水域 打空

＊1　産卵行動を確認している。
＊2　池内から羽化を確認しているが，池内における幼虫の生息は未確認。
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トンボ目
アオイトトンボ科
ホソミオツネントンボ　Indolestes peregrinus （Ris）
オオアオイトトンボ　Lestes temporalis Selys
モノサシトンボ科
モノサシトンボ　Copera annulata （Selys）
イトトンボ科
エゾイトトンボ　Coenagrion lanceolatum （Selys）
ヤンマ科
ヤブヤンマ　Polycanthagyna melanictera （Selys）
オオルリボシヤンマ　Aeshna crenata Hagen
ギンヤンマ　Anax parthenope julius Brauer
クロスジギンヤンマ　Anax nigrofasciatus Oguma
オニヤンマ科
オニヤンマ*　Anotogaster sieboldii （Selys）
エゾトンボ科
タカネトンボ　Somatochlora uchidai Förster
トンボ科
マユタテアカネ　Sympetrum eroticum eroticum （Selys）
ウスバキトンボ　Pantala flavescens （Fabricius）
シオカラトンボ　Orthetrum albistylum speciosum （Uhler）
　
カワゲラ目
オナシカワゲラ科
フサオナシカワゲラ属の一種*　Amphinemura sp.
オナシカワゲラ属の一種*　Nemoura sp.
ヒロムネカワゲラ科
ノギカワゲラ*　Cryptoperla japonica （Okamoto）

カメムシ目
タイコウチ科
ミズカマキリ　Ranatra chinensis Mayr
コオイムシ科
オオコオイムシ　Appasus major （Esaki）
ミズムシ科
コミズムシ属の一種　Sigara sp.
マツモムシ科
マツモムシ　Notonecta （Paranecta） triguttata Motschulsky
イトアメンボ科
ヒメイトアメンボ　Hydrometra procera Horváth
カタビロアメンボ科
ホルバートケシカタビロアメンボ　Microvelia horvathi Lundblad
マダラケシカタビロアメンボ　Microvelia reticulate （Burmeister）
アメンボ科
オオアメンボ　Aquarius elongates （Uhler）
アメンボ　Aquarius paludum paludum （Fabricius）
ヒメアメンボ Gerris （Gerris） latiabdominis Miyamoto
コセアカアメンボ　Gerris （Macrogerris） gracilicornis （Horváth）
ヤスマツアメンボ　Gerris （Macrogerris） insularis （Motschulsky）
ミズギワカメムシ科
ミズギワカメムシ　Saldula saltatoria （Linnaeus）

トビケラ目
クダトビケラ科
キタクダトビケラ属の一種　Lype sp.
イワトビケラ科
ミヤマイワトビケラ属の一種*　Plectocnemia sp.
マルバネトビケラ科
マルバネトビケラ属の一種　Phryganopsyche sp.
トビケラ科
ムラサキトビケラ　Eubasilissa regina （McLachlan）

付表．ふくしま県民の森フォレストパークあだ
たらの芝生広場にある人工池から記録さ
れた水生動物

節足動物門昆虫綱
カゲロウ目
トビイロカゲロウ科
ウェストントビイロカゲロウ* Paraleptophlebia westoni Imanishi
モンカゲロウ科
フタスジモンカゲロウ*　Ephemera （Sinephemera） japonica McLachlan
モンカゲロウ*　Ephemra （Sinephemera） strigata Eaton
コカゲロウ科
ヨシノコカゲロウ*　Alainites yoshinensis （Gose）
シロハラコカゲロウ*　Baetis thermicus Uéno
フタバカゲロウ　Cloeon dipterum （Linnaeus）
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アミメトビケラ属の一種　Oligotricha sp.
カクツツトビケラ科
コカクツツトビケラ*　Lepidostoma japonicum （Tsuda）
エグリトビケラ科
サハリントビケラ　Asynarchus sachalinensis Martynov
スジトビケラ属の一種　Nemotaulius sp.
コエグリトビケラ科
コエグリトビケラ属の一種*　Apatania sp.
ホソバトビケラ科
ホソバトビケラ　Molanna moesta Banks
アシエダトビケラ科
ウスイロコバントビケラ　Anisocentropus pallidus （Martynov）
フトヒゲトビケラ科
ヨツメトビケラ*　Perissoneura paradoxa McLachlan

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）
ゲンゴロウ科
ケシゲンゴロウ　Hyphydrus japonicus Sharp
【環境省第４次RL：準絶滅危惧，改訂版福島県RL：準絶滅危惧】
チビゲンゴロウ　Hydroglyphus japonicus （Sharp）
ツブゲンゴロウ　Laccophilus difficilis Sharp
クロズマメゲンゴロウ　Agabus conspicuus Sharp
マメゲンゴロウ　Agabus japonicus Sharp
クロマメゲンゴロウ　Platambus stygius （Régimbart）
モンキマメゲンゴロウ*　Platambus pictipennis （Sharp）
ヒメゲンゴロウ　Rhantus suturalis （Macleay）
ハイイロゲンゴロウ　Eretes griseus （Fabricius）
マルガタゲンゴロウ　Graphoderus adamsii （Clark）
【環境省第４次RL：絶滅危惧Ⅱ類】
クロゲンゴロウ　Cybister brevis Aube
【環境省第４次RL：準絶滅危惧】
ゲンゴロウ　Cybister chinensis Sharp
【環境省第４次RL：絶滅危惧Ⅱ類，改訂版福島県RL：準絶滅危惧】
ミズスマシ科
ミズスマシ　Gyrinus japonicus Sharp
【環境省第４次RL：絶滅危惧Ⅱ類，改訂版福島県RL：情報不足】
ガムシ科
スジヒメガムシ　Hydrobius pauper Sharp
キベリヒラタガムシ　Enochrus japonicus （Sharp）
ガムシ　Hydrophilus acuminatus Motschulsky
【環境省第４次RL：準絶滅危惧】
マルハナノミ科
トビイロマルハナノミ属の一種　Scirtes sp.
ヒメドロムシ科
ツヤナガアシドロムシ*　Grouvellinus nitidus Nomura

ハエ目
ガガンボ科
ヒゲナガガガンボ属の一種*　Hexatoma sp.
ホソカ科
ホソカ属の一種DB　Dixa sp. DB
フサカ科
フサカ科の属未同定種　Chaoboridae Gen. sp.
カ科
シナハマダラカ群の一種　Anopheles sinensis-group
ブユ科
ブユ科の属未同定種*　Simuliidae Gen. sp.
ユスリカ科
セスジユスリカ　Chironomus yoshimatsui Martin et Sublette

ユスリカ科の属未同定種　Chironomidae Gen. sp.
アブ科
キボシアブ属の一種　Hybomitra sp.
アブ科の属未同定種　Tabanidae Gen. sp.
ミズアブ科
Odontomyia属の一種　Odontomyia sp.

節足動物門甲殻綱
枝角目
枝角目の科未同定属種　Cladocera Fam. Gen. sp.

ポドコパ目（カイミジンコ目）
ポドコパ目の科未同定属種　Podocopa Fam. Gen. sp.

十脚目
サワガニ科
サワガニ*　Geothelphusa dehaani （White）

軟体動物門腹足綱
原始紐舌目
タニシ科
ヒメタニシ　Bellamya （Sinotaia） quadrata histrica （Gould）

有肺目
モノアラガイ科
ハブタエモノアラガイ　Pseudosuccinea columella （Say）
【生態系被害防止外来種リスト掲載種，総合対策外来種のその他
の総合対策外来種】

脊索動物門両生綱
有尾目
イモリ科
アカハライモリ　Cynops pyrrhogaster （Boie）
【環境省第４次RL：準絶滅危惧，改訂版福島県RL：準絶滅危惧】

無尾目
ヒキガエル科
アズマヒキガエル　Bufo japonicus formosus Boulenger
【改訂版福島県RL：準絶滅危惧】
アカガエル科
ニホンアカガエル　Rana （Rana） japonica Boulenger
【改訂版福島県RL：準絶滅危惧】
ヤマアカガエル　Rana （Rana） ornativentris Werner
トウキョウダルマガエル　Rana （Pelophylax） porosa porosa （Cope）
【環境省第４次RL：準絶滅危惧，改訂版福島県RL：準絶滅危惧】
ツチガエル　Rana （Rugosa） rugosa Schlegel
アオガエル科
モリアオガエル　Rhacophorus arboreus （Okada et Kawano）
シュレーゲルアオガエル　Rhacophorus schlegelii Günther

　芝生広場の人工池からは2017年11月30日までに89種群の水生動物
が記録されている。これらの中の18種群（和名の後に*印を付した
種群）は流水性種である。




