
４．川の生き物を調べよう－水生生物による水質判定－ 

（１）調査の手順と川の生きもの ━━┓ 

（２）調査の仕方とまとめ方 ━━━━╋━環境省水環境部，国土交通省河川局編の冊子に詳しいので 

（３）調査の計画と活用の仕方 ━━━┛ そちらを参照してください。 

（４）水質階級と指標生物 

   この調査法では 30 種類の指標生物の有無と個体数の多少により、水質階級の判定をしますが、その

水質階級と指標生物の関係は次の表のとおりです。 

 

水質階級の区分 指 標 生 物 

きれいな水（水質階級Ⅰ） 

貧腐水性 

1.アミカ        ２.ウズムシ        3.カワゲラ   

4.サワガニ        5.ナガレトビケラ        6.ヒラタカゲロウ 

7.ブユ              8.ヘビトンボ          9.ヤマトビケラ 

少しきたない水（水質階級Ⅱ） 

β－中腐水性 

○10.イシマキガイ   11.オオシマトビケラ      12.カワニナ 

13.ゲンジボタル    14.コオニヤンマ         15.コガタシマトビケラ

16.スジエビ        17.ヒラタドロムシ      ○18.ヤマトシジミ 

きたない水（水質階級Ⅲ） 

α－中腐水性 

○19.イソコツブムシ       20.タイコウチ       21.タニシ 

○22.ニホンドロソコエビ   23.ヒル             24.ミズカマキリ 

25.ミズムシ 

大変きたない水（水質階級Ⅳ） 

強腐水性 

26.アメリカザリガニ     27.エラミミズ       28.サカマキガイ 

29.セスジユスリカ       30.チョウバエ 

    なお、上の表の○は川の下流などで海の水が少し混ざっているところ（汽水域）にいる指標生物です。 

したがって、この調査法では、川の下流域（汽水域）も対象とすることができます。 

また、これらの指標生物は次の表のとおり、分類の面では、種々の動物群と単一種とが混在しており、 

生活史の面からは幼虫、若虫、成虫等の各段階が混在している点に注意する必要があります。 

 

扁形動物門 2.ウズムシ 環形動物門 23.ヒル 27.エラミミズ 

軟体動物門 10.イシマキガイ 12.カワニナ 18.ヤマトシジミ 21.タニシ 28.サカマキガイ 

節足動物門 

甲殻綱 

4.サワガニ 16.スジエビ 19.イソコツブムシ 22.ニホンドロソコエビ 

25.ミズムシ 26.アメリカザリガニ 

節足動物門 

昆虫綱 

1.アミカ 3.カワゲラ 5.ナガレトビケラ 6.ヒラタカゲロウ 7.ブユ 8.ヘビトンボ 

9.ヤマトビケラ 11.オオシマトビケラ 13.ゲンジボタル 14.コオニヤンマ 

15.コガタシマトビケラ 17.ヒラタドロムシ 20.タイコウチ 24.ミズカマキリ 

29.セスジユスリカ 30.チョウバエ 

       注）太字の生物が単一種、他はその仲間の総称を示している。 
 

（５）指標生物の特徴、見分け方等 

  （解説を読んで、生物の形を思い浮かべてみてください。（図版はp.11～18 です。） 

 
１．アミカ（幼虫） 節足動物門昆虫綱双翅目アミカ科 

・頭に２本の触角があり、腹には６個の吸盤がある。・多くの種類は黒色で、各体節の境目ご

とに強くくびれている。 

・体のふちはノコギリの目のようにギザギザになっている。 

・吸盤で急流の岩の上にくっついて生活している。 

・体長は普通数mm、大きくても１cm までで、非常に小さく見つけにくい。 

２．ウズムシ 扁形動物門渦虫綱三岐腸目プラナリア科 

・体の色は茶色、ねずみ色、黒色で、体には節（体節）がない。 

・体はやわらかくて切れやすく、再生能力が強い。 

・一般にプラナリアとよばれ、小川の浅い流れの石の上を流れるようにはう。 



３．カワゲラ（幼虫） 節足動物門昆虫綱カワゲラ目 

・尾は２本で、足の先のつめは２本。胸の下面や腹の末端にふさ状のえらがある。 

・渓流の石の間や、流れがゆるやかで落葉などがたまっている所を好んですんでいる。 

４．サワガニ 節足動物門甲殻綱短尾目（十脚目）サワガニ科 
・甲羅の大きさは約４cm までで、色は赤みがかったものから青みがかったものまである。 

・青森以南、沖縄以北で、清流にすむカニはこの種類のみである。 

・はさみは７：３くらいの割合で右側が大きい。 

５．ナガレトビケラ（幼虫） 節足動物門昆虫綱毛翅目ナガレトビケラ科 
・体は細長いイモムシ状で、足は３対（６本）。腹の色はうすくてやや緑がかっている。大き

さは40mm ぐらいまで。頭と前胸が固くなっているが、他の部分は軟らかい。 

・幼虫は網や巣を作らないが、さなぎになるとき、砂粒の巣を作り、その中にまゆを作る。 

・日本には30 種類以上おり、肉食の種類が多い。 

６．ヒラタカゲロウ（幼虫） 節足動物門昆虫綱蜉蝣目 
・尾は長く２本で、足の先のつめは１本。目が上についており、体全体が平たい。 

・腹の両側に木の葉状の大きなえらがある。 

・流れの速いところの石の表面に体を密着させて生活している。 

７．ブユ（幼虫） 節足動物門昆虫綱双翅目 

・体は焦げ茶色で、腹の後方が太くなっている。 

・腹の末端に吸盤とえらがあり、流れの速いところの石の表面や草についている。 

・日本では約３０種。人の血を吸うのは、アオキツメトゲブユを含めて５種類ぐらい。 

８．ヘビトンボ（幼虫） 節足動物門昆虫綱広翅目ヘビトンボ科 
・大きな強いあごをもち、足は３対（６本）ある。 

・腹に長い突起があり、突起の付け根に活発に動くえらがある。 

・川底の石の下にすんでいる。肉食性で他の水生昆虫をえさにしている。 

９．ヤマトビケラ（幼虫） 節足動物門昆虫綱毛翅目 

・体は太く、イモムシ状で、足は３対（６本）ある。 

・頭と前胸は固く茶色で、他の部分はやわらかく、うす茶色からクリーム色をしている。 

・砂粒で小さなドーム状の巣をつくり、石の表面にくっついている。 

10．イシマキガイ Clithon retropictus（Martens，1897）軟体動物門腹足綱原始腹足目アマオブネガイ科 

・主に、河口の海水が少し混ざったところ（汽水域）にすんでいる巻き貝。 

・殻高は 2.5cm、殻径は 2cm で、殻口は半月形である。殻は球形に近くて固く、石の表面

にくっついて生活している。・殻の表面は黒地に三角形の斑点（三角形の底辺が黒く縁どら

れている）があり、淡い帯状の模様が２～３本はいったものもある。 

11．オオシマトビケラ（幼虫）Macrostemum radiatum （McLachlan） 

節足動物門昆虫綱毛翅目シマトビケラ科 

・体はイモムシ状で、頭から胸にかけて固く、うすい茶色をしている。他の部分はやわらか

く、茶色から緑色をしている。 

・頭の上部の平たい部分が他のシマトビケラ類にくらべ、大きく広いのが特徴である。 

・幼虫は川底の石のあいだに網をはって生活しており、さなぎは石粒などで固めたまゆに入っ

て石の裏などにくっついている。 

12．カワニナ Semisulcospira libertina （Gould，1859） 軟体動物門腹足綱新紐舌目カワニナ科 

・殻高は1.5～3cm で、殻は細長い。殻の上部が欠けていることが多い。 

・殻の表面はこげ茶色または黄土色で、ザラザラしている。 

・石の表面や砂混じりの川底で生活している。河口のように塩分のあるところにはいない。 

・多くの形態変異があり、殻の厚さは水中の石灰分濃度の影響を受けているといわれている。 

13．ゲンジボタル（幼虫） Luciola cruciata Motschulsky 節足動物門昆虫綱鞘翅目ホタル科 

・体は黒色で、胸の一番前の節（前胸・頭のようにみえる）に、トランプのスペードの模様が

ある。ヘイケボタルとよく似ているが、ゲンジボタルの方が大きい。ヘイケボタルの前胸の

模様は十文字型であり、区別できる。 

・カワニナをえさにしている。 

14．コオニヤンマ（幼虫） Sieboldius albardae Selys 節足動物門昆虫綱蜻蛉目サナエトンボ科  

・体は赤茶色で、著しく扁平で広葉状。 



・触角の第３節はうちわ状。背棘は第３～６節にあり、第２～８節には側棘がある。腹部の第

９節には背棘がない。流れの比較的おだやかなよどみの底で生活している。 

15．コガタシマトビケラ（幼虫） Cheumatopsyche brevilineata （Iwata） 

         節足動物門昆虫綱毛翅目シマトビケラ科 

・体はイモムシ状で、頭から胸にかけて固く、赤茶色をしている。腹はやわらかく、鮮やかな

うす緑色から緑がかった茶色、あるいは茶色などいろいろな色をしている。 

・頭の先の中央に小さなくぼみがあるのが特徴である。 

16．スジエビ Palaemon paucidens de Haan 節足動物門甲殻綱遊泳亜目テナガエビ科 

・体は透明、こげ茶色のしま模様がある。腹部には７本の横じまがある。胸脚の関節部は橙黄

色。額角は前胸甲より短く（約0.9 倍の長さ）、上縁に４～８棘をそなえ、最後の１棘は前

胸甲上に、最前方の１棘はふつう先端にごく接近して存在する。額角の下縁には１～４棘が

ある。体長は約5.5cm 以下。 

17．ヒラタドロムシ（幼虫） Mataeopsephus japonicus japonicus (Matsumura) 

節足動物門昆虫綱鞘翅目ヒラタドロムシ科 

・体は固く、黄色か茶色で、おわんをふせたような形をしている。その姿から英語では、water 

penny(水中のペニイ銅貨)とよばれている。足は３対（６本）あるが、背中の方からはみえ

ない。流れの速い瀬の石の表面にくっついて生活している。 

18．ヤマトシジミ Corbicula japonica Prime 軟体動物門斧足綱マルスダレガイ目シジミ科 

・二枚貝で、成貝では殻皮が黒くうるしをぬったようであり、表面の成長肋は弱い

が明らかである。幼貝は褐色～青緑色で、黄色い放射状の帯がある。 

・殻の内面は紫白色で、殻長は約4cm、殻高は約3.5cm、幅は2.5cm ぐらいまで

である。雌雄異体で卵生。河口の海水が少し混じったところ（汽水域）にすむ最

も一般的なシジミで、食用にされている。このため、捨てられた貝殻が水質とは

無関係に見つかることがあるので注意を要する。 

19．イソコツブムシ Gnorymosphaeroma oregonensis (Dana) 節足動物門甲殻綱等脚目コツブムシ科 

・体は長だ円形で、体長6～12mm、体幅はその1/2。体の色はうすい黄色から暗い褐色で

変化に富んでおり、全体に黒い斑点がある。腹節には３本の縫合線がみられ、その第１線は

完全であるが、第２，３線は中央で消滅する。腹尾節は半円形で後端は鈍円形に突出する。 

・体は長楕円形で、陸にいるダンゴムシに似て、体を丸めて球状になることができる。 

・海水の少し混じったところ（汽水域）の、砂まじりの川底や石の間にすんでいる。 

20．タイコウチ（若虫・成虫） Laccotrephes japonensis Scott 節足動物門昆虫綱半翅目タイコウチ科 

・体長は約6cm で、体は平たく、全体にこげ茶色で光沢はない。頭は小さく、目がとび出て

おり、腹の先端に2 本の細長い呼吸管がある。 

・池や沼、水田などの流れのゆるやかな浅い場所にすんでいる。 

・口器は細い管状で吸収に適した形をしており、前足で他の小動物をつかまえて体液を吸う。 

21．タニシ 軟体動物門腹足綱原始紐舌目タニシ科 

・ナガタニシ、オオタニシ、マルタニシ、ヒメタニシの4 種類がある。 

・殻はうすく、赤茶色のふたがあり、泥底にすんでいる。いずれも胎生である。 

22．ニホンドロソコエビ Grandidierella japonica Stephensen 

節足動物門甲殻綱軟甲亜綱競脚目ヨコエビ亜目ドロクダムシ科 

・体長は5～12mm で、体は縦に平たくちぎれやすい。 

・体色は褐色から暗褐色で、細長い触角がある。 

・海水のすこし混ざったところ（汽水域）で、泥の多い川底にすんでいる。 

23．ヒル  環形動物門ヒル綱フンビル目，アゴビル目，ノドビル目 

・体長は3～4cm で、体節があり、はげしく伸び縮みする。 

・体は平たく、背面からみると円柱形、長卵形で、体の前後の端に吸盤があるが、前の吸盤は

見えにくい。 

・川底の石の裏側にすんでいる。淡水域に生息する日本産ヒル類は約３０種。 

・フンビル目やノドビル目の種では貧毛類や小昆虫を捕食するものが多く、アゴビル目は、し

ばしばほ乳類の血を吸う。 

24．ミズカマキリ（若虫・成虫） 節足動物門昆虫綱半翅目タイコウチ科ミズカマキリ亜科ミズカマキリ属 

・体長は約7cm で、前足の節が長く、陸上にいるカマキリのように他の小動物をつかまえて



体液を吸う。 

・池や沼、水田などの流れのゆるやかな浅い場所にすんでいる。 

25．ミズムシ Asellus hilgendorfii Bovallius 節足動物門甲殻綱等脚目ミズムシ科 

・体長は大きくなっても1cm までで、陸上のダンゴムシに似て背腹に平たい。ヨコエビに似

ているがヨコエビは左右に平たいので区別できる。 

・足は5 対（10 本）以上で、ゆっくりとはう。 

・体色はよごれたような灰色、茶色、または赤褐色。 

・食性は雑食性で、陸水中の落ち葉の分解に役立っているといわれている。 

・川にすむのはこの1 種類で、他の類似種は地下水にすんでいる。 

26．アメリカザリガニ Procambarus clarki (Girard) 節足動物門甲殻綱十脚目ザリガニ科 

・体長は約10cm までで、流れがゆるやかで浅く泥の多い川底にすんでいる。 

・6～10月（水温18～25℃）に赤褐色で直径2mm の卵を200～1000 個産み、雌が尾

節で抱卵し、孵化後の若エビも雌が尾節につけて守る。 

・若エビは1 年後に体長約4cm、2 年後に約6cm に成長し、生殖可能になる。 

・米国南部が原産であるが、昭和５年神奈川県大船（岩瀬）に食用ガエルの餌として移入され、

近年は本州以南の河川、湖沼、水田などで自然繁殖している。エビガニともよばれる。 

27．エラミミズ Branchiura sowerbyi Beddard 

環形動物門貧毛綱近生殖門目イトミミズ科 

・イトミミズの仲間で、体長は約4cm ぐらい。まれに体長が１５cm 程度の大型のものや非

常に小型のものがいる。 

・尾部（後端から６０～７０体節まで）の背腹正中線上に鮮紅色で糸状のえら突起をそなえて

いる。 

・体はピンク色～赤色の糸状でちぎれやすく、頭ははっきりしない。 

・頭を泥の中に入れ、多くの糸状のえらがついた尾部を水中に出してゆすり、水の流れを作っ

て呼吸している。赤い血色素をもち、水中の酸素量が少なくても生活できる。 

28．サカマキガイ Physa acuta (Drapanaud) 軟体動物門腹足綱基眼目サカマキガイ科 

・殻高は5～10mm で、殻口は殻高の半分以上で、卵形をしている。 

・殻の色は淡黄褐色または黒褐色で、光沢が強いが、殻そのものは薄く半透明でこわれやすい。 

・殻のとがった方を上にしてみると、殻口が左側に開き、ふたがない。 

・ヨーロッパ原産の移入種である。 

29．セスジユスリカ（幼虫） Chironomus yoshimatsui Martin et Sublette 

節足動物門昆虫綱双翅目ユスリカ科 

・中型のユスリカで、体長は約15mm まで。 

・体色は赤色で、擬足はあるがあしはない。腹の下の方の節に2 対（4 本）のえらがあるのが

特徴である。 

・泥の中にチューブ状の巣をつくって生活している。 

・赤色のユスリカは非常に多くの種があり、上流のきれいな場所でも見つかるものもある。２

対のえらのあるユスリカも10 種類以上知られているが、この種とは生息水域が異なってい

る。 

30．チョウバエ（幼虫） 節足動物門昆虫綱双翅目チョウバエ科 

・体長は１０mm 未満の円筒状かやや扁平な円筒状で、細長く、足はない。頭部は小さいが胸

部とは完全に独立している。 

・両気門性で、胸部に１対と尾部の呼吸管の先端に気門がある。呼吸管の先端には通常２対の

肉質突起があり、これに毛を生じている。 

・下水や排水溝にすんでいる。 

 

 

 


