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１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに        
    淡水性ヨコエビは日本全国に分布しており、地表
水に生息する種は現在５科 15 種とされている。 
 川崎市においても過去の河川生物調査でヨコエビ
類の生息が確認されているが、近年、特に多摩川・
鶴見川両水系の市内河川において、本来、湧水のよ
うな清冽な水質の指標生物として掲げられてるヨコ
エビ類の生息がたびたび報告されている。今回、こ
のことに着目し、川崎市内のヨコエビ類の分布につ
いてとりまとめたので報告する。  
    
２２２２    調査方法調査方法調査方法調査方法    
 1996 年７月から 2003 年２月までの既存の調査
結果報告をもとにデータを整理した。 
 また、保存標本による検査も行った。 
 
３３３３    調査結果調査結果調査結果調査結果    
 表１にヨコエビの採取状況を示した。 
 オオエゾヨコエビ属アゴトゲヨコエビ
Jesogammarus spinopalpusJesogammarus spinopalpusJesogammarus spinopalpusJesogammarus spinopalpus は、関東から東北、北海
道にかけての河川源流域および湧水地に生息し、ヨ
コエビの中では比較的汚濁にも強く都市近郊の湧水
地にも生息が確認されている 
 マミズヨコエビ属 Crangonyx floridanusCrangonyx floridanusCrangonyx floridanusCrangonyx floridanus（和名無
し）は、北アメリカ大陸フロリダ半島からルイジア
ナ州東部の地下水や清浄な湧水が豊富な沼沢、池、
溜水などに点在分布している。しかしながら、日本
国内では利根川、多摩川などで生息が確認されてお
り、汚濁や高水温に順応している。 
 図１に Jesogammarus spinopalpusJesogammarus spinopalpusJesogammarus spinopalpusJesogammarus spinopalpus と Crangonyx Crangonyx Crangonyx Crangonyx 
floridanusfloridanusfloridanusfloridanus の最もわかりやすい特徴について示し
た。 
 Jesogammarus sp.Jesogammarus sp.Jesogammarus sp.Jesogammarus sp.の第１触角の第２節には明瞭な
３節の副枝があるが、Crangonyx floridanusCrangonyx floridanusCrangonyx floridanusCrangonyx floridanus の副枝
は２節のみで非常に小さい。この他にもいくつかの
明確な違いがあり、これにより両種を同定している。 
 図２にヨコエビの分布を図３に調査地点数と生息
確認地点数の割合の推移を示した。 
 図２ように、多摩川、鶴見川の水系を問わず市内
河川における Crangonyx floridanusCrangonyx floridanusCrangonyx floridanusCrangonyx floridanus の分布は拡が

っている。一方、Jesogammarus sp.Jesogammarus sp.Jesogammarus sp.Jesogammarus sp.が確認された地
点のうち三沢川上流部黒川地区以外の２地点は、
1996、1997 年に確認された後は報告されていない。 
 また、図３で示されるようにヨコエビの確認され
る地点数の割合も増加してきており、特に 1999 年以
降の C.floridanusC.floridanusC.floridanusC.floridanus の増加は著しい。 
 
４４４４    まとめまとめまとめまとめ 
 本市の河川における生物調査結果の中では、ヨコ
エビについては過去の調査結果から一般的な都市河
川にはあまり生息していなかったため、指標生物と
して着目されてこなかった。 
 また、解剖による微細な構造を検査する必要があ
るため、種までの検索が一般的でなく技術の習得に
時間がかかることから、種の同定までは行われてこ
なかった。  
 しかしながら、今回の調査で過去の報告書に記載
されていたヨコエビについてのデータと保存されて
いた標本の再検査により川崎市内河川におけるヨコ
エビの分布を明らかにすることができた。 
 また、表２に掲げたように日本産淡水ヨコエビは
主に湧水に依存して生息しているが、C.floridanusC.floridanusC.floridanusC.floridanus
の分布を見ると在来種とは異なった生息環境に適合
して生息していることが伺える。このことから、従
来、ヨコエビ類はきれいな水の指標生物として評価
されてきたが、ヨコエビ類を更に細分化して評価す
る必要性が示唆される。 
 さらに、1999 年以降、在来種である Jesogammarus Jesogammarus Jesogammarus Jesogammarus 
sp.sp.sp.sp.の生息域は黒川地区に限定され、外来種の
C.floridanusC.floridanusC.floridanusC.floridanus が多くの地点で観察されるようにな
ったことは、湧水由来のオオエゾヨコエビ属の生息
への影響が懸念されるため、さらなる調査の継続も
必要であると考えられる。 
 おわりにヨコエビの採取・同定に関してご指導ご
協力をいただいた財団法人東京動物園協会の草野晴
美氏と保存標本の貸出に快諾していただいた国土環
境株式会社、川崎市青少年科学館に感謝の意を表し
ます。 
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表１ 市内河川におけるヨコエビの採取状況 

 

 （注） 過去にサワヨコエビ属 sp.(Sternomoera sp.Sternomoera sp.Sternomoera sp.Sternomoera sp.)と報告されたもののうち、標本が保存されていたも
のについて再度同定を試みた結果、すべてマミズヨコエビ属 C.floridanus(Crangonyx floridanusCrangonyx floridanusCrangonyx floridanusCrangonyx floridanus)
であった。  

     このため、標本が保存されていなかったものでサワヨコエビ属 sp.と報告されていたものについ
てもほぼマミズヨコエビ属 c.floridanus に間違いないと考えれるため（ ）書きで記載した。 

 
 

表２ 日本産淡水ヨコエビと Crangonyx floridanus の生息環境の比較 

C.floridanusC.floridanusC.floridanusC.floridanus

生息に好適な環境 黒川地区 生息確認地点

湧水の流入 要 有り ほとんど無し

デトリタス
（餌となる落ち葉や動物の死骸など） 要 有り かなり少ない

好気的な隠れ場所
（砂礫、アシ根塊、水生植物） 要 有り 市内河川にはある場所も見

受けられる

水温 低い 比較的低い 夏季は高水温となる

水質 比較的良好 BOD濃度は１mg/L程度と
きれいな水質

BOD濃度は２～６mg/L程度で
やや汚れている

日本産淡水ヨコエビ

 

川崎市内河川におけるヨコエビの生息確認状況 （　）内は推定

水系 河川名 採取地点 採取年月日 種名 学学学学名名名名

多摩川 二ヶ領本川 ひみず橋 1993/7/22 オオエゾヨコエビ属sp. JJJJeeeessssooooggggaaaammmmmmmmaaaarrrruuuussss    sssspppp....

多摩川 多摩川本川 多摩川原橋 1995/10/11 マミズヨコエビ属 C.floridanus CCCCrrrraaaannnnggggoooonnnnyyyyxxxx    fffflllloooorrrriiiiddddaaaannnnuuuussss

多摩川 多摩川本川 二子橋 1995/10/11 マミズヨコエビ属 C.floridanus CCCCrrrraaaannnnggggoooonnnnyyyyxxxx    fffflllloooorrrriiiiddddaaaannnnuuuussss

多摩川 二ヶ領用水 今井上橋 1996/7/26 マミズヨコエビ属 C.floridanus CCCCrrrraaaannnnggggoooonnnnyyyyxxxx    fffflllloooorrrriiiiddddaaaannnnuuuussss

多摩川 五反田川 大道橋 1996/7/26 マミズヨコエビ属 C.floridanus CCCCrrrraaaannnnggggoooonnnnyyyyxxxx    fffflllloooorrrriiiiddddaaaannnnuuuussss

多摩川 二ヶ領本川 ひみず橋 1996/7/26 マミズヨコエビ属 C.floridanus CCCCrrrraaaannnnggggoooonnnnyyyyxxxx    fffflllloooorrrriiiiddddaaaannnnuuuussss

多摩川 多摩川本川 日野用水合流部 1996/10/3 マミズヨコエビ属 C.floridanus CCCCrrrraaaannnnggggoooonnnnyyyyxxxx    fffflllloooorrrriiiiddddaaaannnnuuuussss

多摩川 平瀬川 正安橋 1997/7/25 （マミズヨコエビ属 C.floridanus） （（（（CCCCrrrraaaannnnggggoooonnnnyyyyxxxx    fffflllloooorrrriiiiddddaaaannnnuuuussss））））

多摩川 二ヶ領本川 一本圦橋 1997/9/24 マミズヨコエビ属 C.floridanus CCCCrrrraaaannnnggggoooonnnnyyyyxxxx    fffflllloooorrrriiiiddddaaaannnnuuuussss

多摩川 二ヶ領本川 上河原親水公園 1997/9/24 マミズヨコエビ属 C.floridanus CCCCrrrraaaannnnggggoooonnnnyyyyxxxx    fffflllloooorrrriiiiddddaaaannnnuuuussss

多摩川 三沢川 黒川地区2 1998/4/9 オオエゾヨコエビ属sp. JJJJeeeessssooooggggaaaammmmmmmmaaaarrrruuuussss    sssspppp....

多摩川 三沢川 下村橋 1998/4/23 マミズヨコエビ属 C.floridanus CCCCrrrraaaannnnggggoooonnnnyyyyxxxx    fffflllloooorrrriiiiddddaaaannnnuuuussss

多摩川 二ヶ領用水 宮内 1998/7/1 マミズヨコエビ属 C.floridanus CCCCrrrraaaannnnggggoooonnnnyyyyxxxx    fffflllloooorrrriiiiddddaaaannnnuuuussss

多摩川 三沢川 黒川地区A0 1998/7/8 オオエゾヨコエビ属sp. JJJJeeeessssooooggggaaaammmmmmmmaaaarrrruuuussss    sssspppp....

多摩川 三沢川 黒川地区A0 1998/10/24 オオエゾヨコエビ属sp. JJJJeeeessssooooggggaaaammmmmmmmaaaarrrruuuussss    sssspppp....

多摩川 多摩川本川 多摩川原橋 1998/11/26 マミズヨコエビ属 C.floridanus CCCCrrrraaaannnnggggoooonnnnyyyyxxxx    fffflllloooorrrriiiiddddaaaannnnuuuussss

多摩川 三沢川 黒川地区A0 1998/12/3 オオエゾヨコエビ属sp. JJJJeeeessssooooggggaaaammmmmmmmaaaarrrruuuussss    sssspppp....

多摩川 三沢川 黒川地区A0 1999/2/15 オオエゾヨコエビ属アゴトゲヨコエビ JJJJeeeessssooooggggaaaammmmmmmmaaaarrrruuuussss    ssssppppiiiinnnnooooppppaaaallllppppuuuussss

鶴見川 麻生川 麻生川橋 1992/7/30 オオエゾヨコエビ属sp. JJJJeeeessssooooggggaaaammmmmmmmaaaarrrruuuussss    sssspppp....

鶴見川 片平川 片平橋下 1995/7/20 マミズヨコエビ属 C.floridanus CCCCrrrraaaannnnggggoooonnnnyyyyxxxx    fffflllloooorrrriiiiddddaaaannnnuuuussss

鶴見川 真福寺川 水車橋前 1995/7/20 マミズヨコエビ属 C.floridanus CCCCrrrraaaannnnggggoooonnnnyyyyxxxx    fffflllloooorrrriiiiddddaaaannnnuuuussss

鶴見川 渋川 住吉橋 1996/9/12 マミズヨコエビ属 C.floridanus CCCCrrrraaaannnnggggoooonnnnyyyyxxxx    fffflllloooorrrriiiiddddaaaannnnuuuussss

鶴見川 渋川 八幡橋 1997/7/25 （マミズヨコエビ属 C.floridanus） （（（（CCCCrrrraaaannnnggggoooonnnnyyyyxxxx    fffflllloooorrrriiiiddddaaaannnnuuuussss））））

鶴見川 有馬川 五月橋 1998/7/25 マミズヨコエビ属 C.floridanus CCCCrrrraaaannnnggggoooonnnnyyyyxxxx    fffflllloooorrrriiiiddddaaaannnnuuuussss
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図１ Jesogammarus spinopalpus と Crangonyx floridanus の比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jesogammarus spinoJesogammarus spinoJesogammarus spinoJesogammarus spinopalpuspalpuspalpuspalpus 

 
Crangonyx floridanusCrangonyx floridanusCrangonyx floridanusCrangonyx floridanus 

 
上：Crangonyx floridanus 下：Jesogammarus spinopalpus 
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オオエゾヨコエビ属 sp. 
（ Jesogammarus sp.Jesogammarus sp.Jesogammarus sp.Jesogammarus sp. ） 

マミズヨコエビ属 
（ Crangonyx floridanusCrangonyx floridanusCrangonyx floridanusCrangonyx floridanus ） 

    

図２ 市内ヨコエビの分布状況 
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図３ 調査地点数とヨコエビ生息確認地点数の割合の経年推移 
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参考参考参考参考    
 日本の淡水（地表水）に出現するヨコエビと生息環境 
 
AnisogrammaridaeAnisogrammaridaeAnisogrammaridaeAnisogrammaridae キタヨコエビ科
JesogammarusJesogammarusJesogammarusJesogammarus オオエゾヨコエビ属 林床、谷津田大規模湧水
J.jezonensisJ.jezonensisJ.jezonensisJ.jezonensis オオエゾヨコエビ 中部以北 ○ ○ ○ ○
J.hokurikuensisJ.hokurikuensisJ.hokurikuensisJ.hokurikuensis ホクリクヨコエビ 北陸 ○ ○ ○
J.paucisetulosusJ.paucisetulosusJ.paucisetulosusJ.paucisetulosus ヒメヨコエビ 関東、北陸、東北 ○
J.spinopalpusJ.spinopalpusJ.spinopalpusJ.spinopalpus アゴトゲヨコエビ 関東 ○ ○ ○
J.annandaleiJ.annandaleiJ.annandaleiJ.annandalei アナンデールヨコエビ 琵琶湖 ○
J.naritaiJ.naritaiJ.naritaiJ.naritai ナリタヨコエビ 琵琶湖 ○
J.suwaensisJ.suwaensisJ.suwaensisJ.suwaensis スワヨコエビ 諏訪湖、河口湖 ○
J.fluvialisJ.fluvialisJ.fluvialisJ.fluvialis ヒメアナンデールヨコエビ 東海（柿田川）、忍野八海 ○
EogammarusEogammarusEogammarusEogammarus トゲオヨコエビ属
E.kygiE.kygiE.kygiE.kygi トゲオヨコエビ 東北以北（十和田湖） ○

GammaridaeGammaridaeGammaridaeGammaridae ヨコエビ科
GammarusGammarusGammarusGammarus ヨコエビ属
G.nipponensisG.nipponensisG.nipponensisG.nipponensis ニッポンヨコエビ 琵琶湖以西 ○ ○ ○ ○

PongogeneidaePongogeneidaePongogeneidaePongogeneidae アゴナガヨコエビ科
SternomoeraSternomoeraSternomoeraSternomoera サワヨコエビ属
S.japonicaS.japonicaS.japonicaS.japonica ヤマトヨコエビ 本州 ○
S.ezonensisS.ezonensisS.ezonensisS.ezonensis エゾヨコエビ 北海道 ○

CrangonyctidaeCrangonyctidaeCrangonyctidaeCrangonyctidae マミズヨコエビ科
CrangonyxCrangonyxCrangonyxCrangonyx マミズヨコエビ属
C.floridanusC.floridanusC.floridanusC.floridanus （和名なし） 関東

CorophiidaeCorophiidaeCorophiidaeCorophiidae コロフィウム科
KamakaKamakaKamakaKamaka カマカ属
K.kuthaeK.kuthaeK.kuthaeK.kuthae カマカヨコエビ 北海道
K.biwaeK.biwaeK.biwaeK.biwae ビワカマカヨコエビ 琵琶湖

湧水源流域湖沼湖岸域 河川中流域山地小渓流


